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JARO XIV, N KO 4 APRILO, 1933

LA REVUO ORIENTA
論文

Studo de Zamenhofa Stilo

Launombra Akordo de Substantivo kun ĝia 
Apudesta Adjektivo

(4)

Ni travidis la tutan Zamenhofaĵon en 
serĉado de ia alia ekzemplo, kie multe
nombra adjektivo estas uzata, sed ni ne 
trovis unu tian ekzemplon k ke ĉi tiu 
kombinaĵo aperas sole en la Originala 
Verkaro, kiel jene:
OV 81-2 ĉiun nomon k adreson

98-42 per plena nomo k adreso
141-14 sian nomon k adreson
146-26 (sama)

-31 (sama)
-42 (sama)

156-33 (sama)
167-11 per sia nomo k adreso
554-27 lian nomon k adreson

Ne estus bezone doni ekzemplon de
"nomoj k adresoj" kun multenombra
adjektivo (OV 146-21/2)..

El la ekzemploj, kiujn ni donis en la du 
antaŭaj numeroj oni tuj konkludos, ke la 
ununombreco de la adjektivo venas simple 
de tio, ke la substantivoj en la don让aj 
ekzemploj estas abstraktaj. Estas vero, ke 
abstraktaj substantivoj multope uzataj 
ordinare ne formas multenombran ideon 
aŭ almenaŭ ne ricevas multenombran 
formon en sia modifanta adjektivo. Sed ne 
&am. Kelkaj ekzemploj malsupre montros, 
ke eĉ abstraktaj substantivoj povas iam 
preni multenombran formon en predikata

T. Sasaki k J.lŭaŝita

adjektivo, aŭ ke ili povas esti reprezentata 
de multenombra pronomo en la sekvanta 
subfrazo. Multenombra formo tamen 
neniam troviĝas en antaŭiranta adjektivo. 
Fab I 72-25/6 ilia teniĝo k moviĝado 

estis tro reĝaj
Mar 132-5 La klereco en tiu mezuro k

formo》en kiuj Marta ĝin 
posedis,

OV 430-30/1 via energio k sindoneco al 
nia afero estas jam sufiĉe 
pruvitaj

567-7 konservi ĝis la plej profunda 
maljuneco tiun eterne junan 
idealistecon k laboremecon, 

kiuj vin tiel bele distingas, 
La jenaj ekzemploj ankaŭ povas servi 

subteni la suprajn :
Bat 35-33/36-1 pro la streĉo k konfuzo, 

kiuj esprimigis en la vizaĝo 
OV 25-12/3 aliaj, ne trovante en mia 

verko la instruitan miksaĵon 

k la instru让a-teorian .filozo- 

fadon, kiujn ili kutimis ren
konti en ĉia grava verko 

107-6 Pro la unueco k senkonfuza
ordo, kiuj estas por nia 
afero tiel gravaj

456-1/2 La disciplino k laboremeco^ 

kiuj vin distingas k kiuj 

estas plej bona garantio
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Ni nun c让u ekzemplojn, en kiuj la sub 176-15 Ŝi staris kun nemovebla
stantivoj estas ĉefe konkretaj. korpo k vizaĝo,

Bat 7-14/6 Malnova nigra kiraso k 219-22 suferado, kiu,…bolis en ŝia
kasko tiel longe pendis en la brusto k kapo

preĝejo, ke tiu sama mal OV 183-6 tiam mankus ĉia regulatoro
forta duone blinda maljunu・ k leĝdonanto
lino, kiu nun vane penadis 247-10 li estis bone konata k influa
ilin rekoni en sia lando k urbo

Fab

Fab

Eab

FE

FK

Kian belan sabron k 
grandan tornistron vi havas ! 
pri la delikata rostaĵo, fiŝo 

k kuko, kiuj
Lia kuirejo k kelo estas bone 
provizitaj.

Estas granda hajlo k ventego

9-26

31-9

135-14

§11 - 2

Ham

Mar

48- 3
II 18-21 Ni scias, kiu havos dolĉan

supon k patkukon !

49- 21 la tutan nazon k buson

79-25 kiel ni poste ricevis nian 
unuan knabon k poste la 
malgrandan Marion k 

Nilson k Petran k Johanon- 

Kristianon ?

III 51-17 por persone aĉeti por si 
sian kandelon k fromaĝon 

Li dividadis kun mi sian 

panon k akvon

La pli maljuna estis tiel 
s:mila al la patrino per sia 
karaktero k vizaĝo

verŝi tri sitelojn da mal
varma akvo super lian kolon 

k bruston

atendas la ordonojn de sia 

reĝo k reĝino

ricevinte Esperantan 

gramatikon, vortaron

96-29/30 En tio, mia lango k 

humoro, Vi estu hipokritaj： 

16-25 tio, kion la homo posedas 
en sia propra brusto k kapo 

115-7 krom Eminjo ŝi havas ĉe si 
ankoraŭ pli junan filinon k 

filon kun kiuj

Rabe

Rabi

Rev

109-35

224—2

287-30
Gen

El

ian

15-12 mia

kun23-8

31-6

49-17

38-11

69-26

93-10

351-19/20 malpacoj, kiuj regas 
interne de ĉiu lando k gento. 

412-3 plej bonan rememoron pri 
tiu lando k urbo, kiujn

513-33 transdoni al s-ro Gejspitz 
mian leteron k libraron, 

525-34/5 Ss iu volas eldoni 
verkon, gneton k. t. p., 
ili kontentiĝos per 
arĝento k oro. 

kiu en ruĝa mantelo
sia arlekeno k simio staris 
Ekstere ĝi brilas kiel bri
lanta oro k siropo, 

batas per la pugno sian 

bruston k frunton.

133-25/6 Frapante sian bruston k 

frunton.

Mi baptis ĉe vi vian 

Johaĉjon k Elinjon, 

kion oni devas doni por 
vesto al lia edzino k filino, 

amindumas senlime lian 

edzinon k filinon

Dekstre de li lia edzino k 

filino, ekmovinte al li sian 
tutan korpon;
unu pecon da lando …kiun 
mi prenis …per mia glavo 

k pafarko.

sur ĉiun homon k 

kiuj troviĝos sur la 
…falos la hdjk), 
mortos? .

{daurigota)

98-17

48-22

brulan, 
kampb 
炉rti 

叙

9-19
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DEVI ĉ POVI
jVin Elm. Verboj」 (4) DEVI,

EKZERCOJ I (Daŭrigo)

45. Se vencs tro multe da homoj, mi 
devas krii. (Rn 27)

あまり多勢に來られると私は叫ばにやなら 

なくなります。

46. Mi por surpriz, ne estis pretigita, 
sed ankaŭ tion devis mi atendi. (IT 为)

不意を打たれる心用意は出來ては居りませ 

んでしたが，どうせさうなることと待ちもう 

けぬわけにはゆかなかったのです。

47. Ĉiu, kiu volis peti la Eternulon, 
devis eliri al la tabernaklo, kiu estis 
ekstere de la tendaro. (Er XXX 7)

エホバに願をかけたい者は皆テント地の外 

にある祭場へ出て行くことになってゐた。

48. Li devis redoni la surtuton kaj 
botojn ĝis difinita horo. (FII 87)

約束の時間までに返さねばならなかった。

〔註〕ねばならぬĤすることになってゐる 

(約束命令寻情などでさう云ふことにきまつ 

てゐてさうせねばならぬことになってゐる。)

49. La ĉambelanoj, kiuj devis porti la 
trenaĵon de la vesto, eltiris siajn manojn 
al la planko. (FK 23 ； FI 71)

御衣のみ裳を捧げてゆくことになってゐた 

侍從は床に手をさしのべた。

5〇. La. interkonsento estis fai•让a. De 
la sekvanta tago Marta devis komenci la 
profesion de kudristino. (M 122)

約定がすんでマルタは次の日からお針の職 

業を始めることになった。

51. Montru al ili la vojon, kiun ili devas 
iri. (Er XVIII)

彼等の行くことになってゐるc行くべき)道 

を示し給へ。

52. Kaj la afero dependis jam nur de 
la grado de kapableco de la nova laboran・ 
tino, kio devis decidi pri laak cepto aŭ 
malakcepto de ŝia peto. (M 72)

daŭrigata K. Ossaka

あとはもう單に此の新しい女從事員の才能 

の程度如何によるわけで,その如何で(kio) 
彼女の願意がきゝとじけられるかはねられる 

かがきまることになってゐた。

53. Homo, kiu oni devas juĝi, estas 
juĝoto. (P 56)

裁判することになってゐる人は被吿。

54. Nun Marta restis duope kun la 
virino, kiu devis solvi la demandon pri 
plenumiĝo aŭ falo de ŝiaj plej karaj 
esperoj. (M 27)

その婦人と二人ぎりになったが,此の婦人 

こそは彼女の 縷の望が叶ふか陷ちるかの問 

題を決める筈(ことになって居った)。

5；. Kiam ŝi atingis la aĝon de dekkvin 
jaroj, ŝi devis reveni hejmen. (FI 103)
十五になったら家へ歸る筈になってゐた。

〔註〕ことになってゐる=する筈。

56. Ĉio, kion Parizo havis en si da brilo
kaj beleco, devis hodiaŭ sin kolekti en la 
opero. (FK 143) -•

巴里の右っあらゆる輝ける美しきものはす 

べて今日はオペラ座へ集まる筈。'

57. La pluva akvo devis eliri el la 
buŝo de la drako, ĝi tamen eliradis tra la 
ventro, ĉar la defluilo havis truon. (FII 
143)
雨水は龍の「1から出るべき筈なのだが橙に 

穴があいてるので龍の腹の所から出た。

55. Hodiaŭ, morgaŭ devas esti kunsido,
(Rn C0) ...
今日も，明日もと會があることになってゐ 

るc每日會がなければおさまらぬ)。

59. Al kiu ajn oni devas meti la pugnon 
al la brusto, mi taŭgas por tio. (GD 13)
何奴にござれそ奴の腕に拳周をつきつけね 

ばならぬとなれば身共はそれにナ眺向に出茶 

てござる。

60・ Dio! Ne permesu, ke mi, sveninta 



kaj senforta, duan fojon devu akcepti 
almozon, ke mi perdu la trankvilecon de 
la konscienco kaj la estimon por mi mem. 
(M 105)

神樣!どうぞ氣もヵも失った私が二度と再 

び人のほどこしを受けねばならようなことに 

なり,良心の平安と我が身への自尊の念を失 

工、やうなことの起りませぬやうに。

61. La basulo estas pli granda mal
saĝulo, ol kiom oni devas postuli de 
basulo. (Rn)

あのパス歌ひの奴めとてつもない馬鹿者 

だ。パス歌ひなんて馬鹿なんだがその普通の 

バス歌ひから人が當然要求せねばならん(パ 

ス歌ひに要求し得られることになってゐる) 

程度以上(ol kiom・•・)に大馬鹿。

62. Via filino kondutas, kiel edzino 
devas konduti. (GD 11)
貴殿娘御は妻たる道をふんで居らぬ(妻な 

ら當然そうふるまふべき筈である如くにふる 

まはぬ)。

63. Subite venis galope du ĉevaloj, al 
kiuj oni devis trinkigi akvon. (FII 123)

ふいに馬力:二匹腦ナて來た,その馬に水を 

飲ませることになってゐたのですC

64. La tuta tero ploras kaj malĝojas 
pro via faro, kvazaŭ devus veni la lasta 
juĝo. (H 104)

あんたの行;1爲をにくんで最後の審判の日が 

來ねはならぬやうになるとばかりに天地を擧 

げて哭してゐます。

1.ĉ. Neceso (aŭ Devi giteco} por la natura 

konsekvenco.

無意志動詞を伴ふが事情にせまられ自然 

恰も自らの意志であるかの如くさうせざる 

を得なくなる意。無意志動詞に元來有意志 

のdeviをつけるので勿論不自然に聞こえ 

る。然しそれがため自然せざるを得ぬやう 

にせまられる結果を示すこととなるのであ 

る。又意志動詞の受身の場合は發動者の意 

志が表現されるのが普通なることlbの 

場合と同じ。

6 ・ Kiel ofte li devas deziri, ke la 
patro iru en la teron! (Rt lu)

まあ何度親爺が死ねばよいと希はざるを 

得ぬやうになったものだ。Deziriは『(何々 

する:)慾が起る，したくなる』意の時は無意 

志，こゝではvoli『(何々)を慾する』意の有 

意志用法。

£6. Ĉu mi ne diris, ke fine mi devas 
Pensi por vi ĉiuj ? (Rt 23)

それ見た事か結局はお前達の身の上を考へ 

てやらねばならぬことになると云ったらう 

が。

Pensiは普通の『考が浮ぶ』意の時は無意 

志，然し『考慮を拂ふ』意の時は有意志。

〇,・ Kiom da ventoj, kiom da senĉesa 
tirado nia lingvo devis suferi dum sia 
dudekjara vivo! (OV 407)
吾がEsp.はその二十年の存在の間幾度か 

風や，幾度か不斷の根こぎのくるしみを彳3け 

ねばならなかったことか。

Suferi『苦痛を受けてくるしむ』普通の場 

合は無意志，玆にはsin elmeti al la suferoj 
の意にして有意志用法。

63. La dua kulpigo, kiun ni efte devas 

aŭdi, estas tio, ke ni esperantistoj estas 
malbonaj patriotoj. (OV 382)

その次に吾々の聞かねばならぬ非難は吾々 

エスペランチストは愛國心が薄いと云ふこと 

である。玆にaŭdiはいやでも耳をかたむけ 

る(依てどうしても耳に入る意となる)aŭ
skulti por aŭdi の意。

69. Mi devas do decidiĝi, ĉar vi tiel 
volas (GD 41)=devas min decidigi.

折角さう仰しやって下さるのだから腹をき 

めねばなりますまい〇

?〇, Ankoraŭ unu fojon oni devas humi
liĝi al la forto de la cirkonstancoj (FK 99) 
=devas sin humiligi.
又もや事情にせまられて之に屈服せねばな 

らぬ羽目になった.

71. La papilio devas ja nesaveble morti

de malsato. (FI 26) ： J■餐

蝶々はやがては是非共餓えて死ぬる運命= 

devas sin treni al la morto.
72. Oni efektive akceptis unu Katz'。6 

jes, sed erare oni akceptis alian, ne nian .
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Vi devas scii, ke en nia urbo ekzistas du 
Katzoj! (Rn 63)

成程一人カッッと云ふ子を採用したのも 

左樣,處が問違って他のカッ叽 家のカッツ 

でない奴を採用しちゃったのさ,わかったか 

此の町にはカッツが二人居ると云ふわけなん 

だよ devas akiri scion, ke •
73. Malfeliĉa leporo! ĝi estas ja kom・ 

patinda rolo, se oni devas esti leporo en 
tiu ĉi mondo! (Rt 14)
(人の狩獵の犧牲となる兎は〕かわいさうな 

兎!人がもし此の世に在って兎(儀牲)になら 

ざるを得んとすると，それは氣の毒な役割と 

云ふべきものu sin fari leporo.
74. Li devas esti sendita, sed tiam li 

malsaniĝis. (FK 143)
彼が行くことになってゐたのだが病氣にな 

った=Oni devis sendi lin,...
7反 Post minuto la kurteno devis esti 

levita kaj la opero komenciĝi. (FK 143)
一分後には幕があきオペラが始まることに 

なってゐた=oni devis la kurtenon.
76. Oni ne povas lernigi al vi la mani

eron, en kiu oni devas vivi inter personoj 
de bona deveno. (GD 9)

名門の人と付合ふだけの作法をお前にはと 

ても敎ヘキオしぬ=devas konduki la vivon.
1.d. Neceso en demanda frazo.

結局次述la〜ieの範圍內であるが日 

語に譯する一寸趣が異るものがあるので便 

宜上一拆したものに過ぎぬ。

77. Ĉu ni devas fari riproĉojn, se pro 
nia kamarado ni forbruligas la urbon ? 
ゝ(Rt )

(殺された;)仲間の仕返しに町を燒き拂った 

とて何も非難するにも當るまい。

78. Luka Lukiĉ estas en plena embaraso, 
kion li devas respondi. (Rz 61)

ルキーチは何を答へてよいか(:然るべきカ、) 

弱り切ってゐる。.

? 〇. Se vi ne scias, kiam vi devas uzi 
la formon la kaj f, uzu ĉiam pli bone la 
formon la. (LR 46)

若し如何なる時にla及1'なる形を用ひて 

然るべきかわからぬなら常に4なる形を用 

ひる方がよい。

8〇. Ili ne scias, kiel ili devas sin teni, 
dezirus kredi kaj samtempe turmentiĝas 
per konstantaj duboj. (FK 273)
彼等はどう云ふ態度をとってよい(とるべ 

き)かわからず,信じたいとは思ひ乍ら一方 

(同時に)たえず疑ひになやんでゐる。

81. La kutimo ofte ludas gravan rolon 
en la vivo, eble ni devas kalkuliĝi (=sin 
kalkuli) kun ĝi ? (LR 17).
人生に於て習慣は屢々重要な役割を演ず 

る;恐くは吾人は習慣なるものに盲從すべき 

か(之と伍すべきか)。

82. Ŝi ne sciis, en kiu flanko oni devas 

serĉi butikon kun manĝeblaĵo. (M 12)
どちら側に食べ物屋をさがしてよいか….

83. Kia devas esti la karaktero de la 

unua vojo, pri tio neniu povas pubi. (OV)
第一の道の特長はどんなものであるべきか 

は何人も艇ひ得ぬ所である。

84. Ni ofte ne povas decide diri, kian 
demandon nia difino devas respondi kaj 
kian formon ni devas uzi.(しR 43)
吾人は吾々の限定がどの疑問に栢當する 

か，どう云ふ形を用ふべきか決え的に云ふこ 

とが出來ぬことが屢々ある。

8〇, Sed antaŭe doninte vorton, li ŝajne 
ne sciis, kion li devas respondi. (FK 134)
言質が與へてあるので何と答へてよいやら 

困ってゐたらしい。

86. Mi volus nur ekscii, kio li estas kaj 
en kia mezuro oni devas lin timi. (Rz 
36)

あれは何者で又どの程度に彼をおそれてよ 

いのかしら(知りたいものだ人

87. Kial do ni devas demandi min, kiu 
el la diritaj frazojn estas la sole bona ? (LR 
31)
上述の文句のどっちか唯一の正しいもので 

あらうかなどと詮議立てせねばならぬなんて 

ことがどうしてあらう力、(必要なしん
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M Basic English
（2）

に就いて
石 黑 修

Basic Englishの語囊

所謂850語は次の樣に分類されて居る。

〔斷り:）各單語にはEsp .の相等語を添へ 

ると而白いと思ったが，餘白の都合で省略す 

る。

I. Things （物）〔普通文法の「名詞」〕。

a. 400 general（一般の）

Account, act, addition, adjustment, adver- 
tisement, agreement, air, amount, amuse- 
ment, animal, answer, apparatus, approval, 
argument, art, attack, atempt, attention, 
attraction, authority, Back, balance, base, 
behaviour, belief, birth, bit, bite, blood, 
blow, body, brass, bread, breath, brother, 
building, burn, burst, bussiness, butter, 
Canvas, care, cause, chalk, chance, change, 
cloth, coal, colour, comfort, committee, 
company, comparison, competition, condi
tion, connection, control, cook, coppsr, 
ccpy, cork, cotton, cough, countryr, cover, 
crack, credit, crime, crush, cry, current, 
curve, Damage, daughter, day, death, debt, 
decision, degree, design, desire, destruction, 
detail, development, degestion, direction, 
discovery, discussikn, disease, disgust, dis
tance, distribution, division, doubt, drink, 
driving, dust, Earth, edge, education, effect, 
end, error, event, examp!e, exchange, ex- 
istence, expansion, experience, expert, Fact, 
fali, family, father, fear, feeling, fiction, 
field, fight, fire, flame, flight, flower, fold, 
food, force, form, friend, front, fruit, 
Glass, gold, goverment, grain, grass, gr:p, 
group, growth, guide, Harbour, harmony, 
hate, hearing, heat, help, history, hole, 
hope, hour, humour, Ice, idea, impulse, 
increase, industry, ink, insect, instrument, 
insurance, interest, invention, iron, Jelly, 
join, journey, judge, jump, Kick, kiss, 

knowledge, Lanci, language, langh, lawr 
lead, learning, leather, letter, level, lift, 
limit, linen, liquid, list, look, loss, love, 
Machine, man, manager, mark, market,. 
mass, meal, measure, meat, meeting, 
memory, metai, middle, milk, mind, mine, 
minute, mist, money, month・ morningr 
mother, motion, mountain, move, musicr 
Name, nation, need, news, night, noise, 
note, number, Observation, offer, oilr 
operation, opinion, order, organization, 
ornament, 〇wner, Page, pain, paint, papeり 

part, paste, payment, peace, person, place, 
plant, play, pleasure, point, poison, polish, 
porter, position, powder, power, price, 
print, process, produce, profit. property. 
prose, protest, puli, punishment, purpose, 
push, Qual让・ question, Rain, range, rate, 

ray, reaction, reading, reason, record, reeret, 
relation, religion, representative, request^ 
respect, rest, reward, rhythm, rice, river, 
road, roli, room, rub, rule, run, Salt, sand, 
scale, science, sea, secretary, selection, se!f, 
sense, servent, sex, shade, shake, shamet. 
shock, side, sign, silk, silver, sister, size, 
sky, sleep, slip, slope, amash, smell, smile, 
smoke, sneeze, snow, soap, society, son, 
song, sort, sound, soup, space, stage, starta 
statement, steam, steel, step, stitch, stone* 
stop, story, stretch, structure, substance, 
sugar, suggestion, summer, support, sur
prise, swimt system, Talk, taste, tax, teaにh・ 
ing, tendency, test, theory, thing, thought, 
thunder, time, tin, top, touch, trade, trans
port, trick, trouble, turn, twist, Unit, use” 
Value, verse, vessel, view, voice. Walk> 
war, wash, waste, water, ewave, wax, way； 
weather, week, weight, wind, wine, winter, 
woman, wood, wool, word, work, wound^ 
\vriting, Year.
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b. 200 picturable (繪に書ける;)

Angie, ant, apple, arch, arm, army, Baby, 
bag, ball, band, basin, basket, bath, bed, 
bee, bell, berry, bird, blade, board, boat, 
bone, book, boot, bottle, box, boy, brain, 
brake, branch, brick, bridge, brush, bucket, 
bulb, button, Cake, camera, card, cart, 
carriage, cat, chain, cheese, chest, chin, 
church, &rele, clock, cloud, coat, collar, 
comb, cord, cow, cup; curtain, cushion, 
Dog, door, drain, drawer, dress, drop, Ear, 
egg, engine, eye, Face, farm, feather, finger, 
fish, flag, floor, flv, foot, fork, fowl, frame, 
Garden, giri, glove, goa匚 gun, Hair, ham・ 
mer, hand, hat, head, heart, hook, horn, 
horse, hcspital, house, Island, JeweJ, Kettle, 
key, knee, knife, knot, Leaf, kg, library, 
line, lip, lock, Map, match, monkey, moon, 
mouth, muscle, Nail, neck, needle, nerve, 
net, nese, nut, Office, orange, oven, Pacel, 
pen, pencil, picture, pig, p'n, pipe, plane, 
plate, plough, pocket, pot, potato, prison, 
pump, Rail, rat, receipt, ring, rod, rocf, 
root, Sail, school, scissors, screw, seed, 
sheep, she!f, shiム shirt, shoe, skin, skirt, 
snake, sock, spade, sponge, spoon, spring, 
square, stamp, star, station, stern, stick, 
stocking, stomach, store, street, sun, Table, 
tali, thread, throat, thumb, ticket, toe, 
tongue, tooth, town, train, tray, tree, trou- 
sers, Umbrella, Wall, watch, wheel, whip, 
waistle, window, wing, wire, worm.

II Qualities C特性兀普通文法の「形容詞」〕 

a.100 general(一般の)

Able, acid, angry, automatic, Beautiful, 
black, boiling, bright, broken, brown, 
Cheap, chief 註り,chemical, clean, clear, 
common, complex, conscious, cut, Deep, 
dcpendent, Early, elastic, electric, equale, 
Fat, fertile, first, fixed, fiat, free, freequenrr 
fuli, General, good, great, grey, Hanging, 
happy, bard, healthy, highf hollow, Impor- 
tant, Kind, Like, living. long, Male, mar- 
ried, material, medical, m*litary, Natural, 

necessary, new, normal, Open, ParalleL 
past, physical, politiにal, poor, possible, pre- 
sent, private, probable, Quick, quiet, Redy, 
red, regulaj responsible, right, round, 
Same, second, separate, seriousノ sharp, 
smooth, sticky, stiff, straight, strong, 
sudden, sweet, Tali, thich, tight, tired, true, 
Violent, Waiting, warm, wet, wide, wise; 
Yellow, young.
註1〕abc順ではchemicalの次に來るべ 

きであるが,何故かこの順になって居る。

b. 50 Opposites (對照の;)註 2>

Awake, Bad, bent, bitter, blue, Certain, 
cold, complete, cruci, Dark, dead, dear, 
delicate, different, dirty, dry, False, feeble, 
female, foolish, future, green, 111, Last, 
late, left, loose, loud, low, Mixed, Narrow, 
Old, opposite, Publie, Rough, Sad. safe, 
secret, short, shut, simple, slow, small, 
scft, solid, special, strange, Thin, White, 
wrong.

註 3) good (bona) 一 bad (malbona), 
warm (varma) — cold (malvarma), long 
(longa)— short (mallonga)といったもので, 

Esp.では接頭辭maiですまして居るものも 

のの他に，past (estinta)—future (estonta), 
black (nigra)—white (blanka)等私學者が大 

いにmaiの威力を發輝して指導者の困るも 

の，red (ruĝa)-green (verda)といった常人 

では對照としないものまで入って居る!.

III. Operations ete.(動作，等〕〔普通文 

法の「動詞」,「副詞」，「代名詞」等〕註り100 
come, getf give, go, keep, let, make, put, 

seem, take, be, do, have, say, see, senci, 
may, will:

about, across, after, against, among, at, 
before, between, by, down, frcm, in, off, 
on, ever, through, to, under, upt ; as, 
for, cf, tii;than :

a, the; ali, any, every, no, other, some, 
such, that, this:

I, he, you, who:
and, because, but, or, if, though, while 
how, when, where； why;
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again, ever, far, foward, here, near, now, 
out, stili, then, there, together, well; al
ni ost, enough, even, little, much, not, only, 
quite, so, very; tomorrow, yesterday; north, 
south, east, west; please, yes.
以上であるが,これに語の順序,文法要項 

等をも併せたものを大體メ -トル規準B5 
(176x250cm)位の用紙に印刷した語表が出 

來て居る。これは創案者Ogden氏の十萬圓 

の硏究費をかけ，十年に近い苦心の結呆で版 

權があるのでこれを再錄することを遠慮する 

が“Basic''の各本卷頭に添布してある。

但しこの語表も私の調べたところでは今日 

まで三回の改正を經て居る。住厂。(上にあ 

げた器の分類はその最近のものによった)。

註4) beef, dance, piece, police, sport 
等は第一回の表に入って居るが，省かれて第 

三回ではattack, beautiful,b让等の語に變っ 

て居る。又Operations ete.の欄の語の順力: 

二三宛變更されて居る他第一回の表にある 

whatが第二，三回の表では省かれてその代 

りにstiliが加へられて居る。

この850語の語をabc順にして別けてみ 

たら次の樣な割合になって居た。

a. b. (I) a. b. (II) (HI) 計

A 2J+6C26) 4+1(5) 13 44
B 20+30(50) 6 + 4(10) 6 66
C 32 + 22(54) 9+4(13) 1 68
D 26 + 6(32) 2+7(9) 2 43
E' 13+4(17) 4+0(4) 5 26
F 20 + 12(32) 8 + 5(13) 4 49
G 9 + 5(14) 4+1C5) 3 22
H 11 + 11(22) 6+0(6) 4 32
I 12+1C13) 1 + 1(2) 3 18
J 5+1(6) 0+0(0) 〇 6
K 3+5(8) 1+0⑴ Cl) 10
L 18 + 6(24) 3+6(9) (2) 35
M 26 + 6(32) 5 + l：6) C3) 41
N 8+7C15) 4+1® 5 25
〇 9 + 3(12) 1 + 2C3； 8 23
P 32+15(47) 9 + lflO) 2 59
Q 2+0(2) 2+0(2) 1 5
R 25+ 7(也 J 6 + 1C7) 〇 39
S 60+29C893 12+12(24) 9 122

T 2)+14(34) 5+1(6) 13 53
U 2+1C3) 0+0C0) 2 5
V 5+0(5) 1+0CD 2 8
W 21+9(30) 5 + 2C7) 8 45
X 0+0(0) 0+0C0) 〇 〇

Y 1+0C0) 2+0(2) 3 6
Z 0+0(0) 0+0C0) 〇 ・ 〇

(600) C150) (100) 850
さて“Easie”は以上85〇語で出來て居る

のであるが,be で is, am; are (was; were) 
をすましたはよいとして,代名詞we (ni)は 

I (mi), they(ili)は he (li),は勿論,she (ŝi), 
让(ĝi)もheで代表させて語表の中へ入って 

居ない。CEsp.の mi, (mi-a, mi-n)から I, 
my, rneは當然としてli (li-a, li-n)から,he, 
his, him; she, her, (her); it, its, (it); they, 
heir, them迄は少々慾が深い樣であるが,同 

樣の例によりwho (kiu)に，what (kio), 
which (kiu)も含めてあるといった樣に表面 

850でも隱されて居るものがある。

更に,數詞,週の日の名,月の名(各國の 

通貨や度最衡の名，地名，人笛,その他の名 

詞はよいとして)の他に，internaciaなhotel 
(hotelo), radio (radio), gas (gaso), piano 
(piano), tobacco (tabako)等はこれに入って 

居なくて使はれる。住め

註 め u Basic English,0 p. 4L には國際 

語第として20語あげてあるが，近くは74語 

を指定し,更に300語をあげ撰定中。

この他に專門的な記述には部分別にtekni・ 
kaj vortojを150語追加することが出來る。 

任6)
註6)その例として科學專門語150を撰 

擇して"Easie English Applied (Science) 
といふ本力:書かれて居る。

基礎的英語850語に準基礎的と認むべき名 

詞350,それに普通の植物，動物，食品等の名 

詞150を採用し,これが自由に活用出來る樣 

になったら，最も適切廣汎な動詞輸入語を輸 

入すれば英語になる!!といふ。但し國際語と 

しての“Basic"は850語と數詞,週の日， 

月の名,度最衡名等と國際語觉まで止め， 

“Easie"カゝら英語を習ふ場合に上述の課程 

をといふのである。Cこの項未完)
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Parola Metodoに就いて
（完） 菅野尙明

2. ・「P・M.の講師は多少繪心のあることが 

必要」と云はれてゐる。語學敎援が直觀を重 

んずるは素より理の當然であり,之れが爲め 

に繪が重要なる意義を有することは,コメニ 

ウスC1592-1670）の世界繪圖以來凡て異論の 

無い所であらう。從ってP. M.に於て繪は 

絕對的に必姿である。故に敎師に繪心のある 

ことは素より望ましいが,特別に繪心あるを 

要求する必要は毫もなく，敎師は豫め繪を準 

備する方法を講ずればよい。のみならず眞の 

P. M.のTekstoは,恰も小學校の讀本に敎 

師用の掛圖が附隨する如く,所定の掛圖と共 

に製作せらるべきで，敎師はそれを用ふれば 

よいのである。よしかゝるものを除いて考へ 

て見ても,敎師の繪心は普通一般の繪心であ 

れば，別にさしたる障害はない。.

3. 「P.M.は相當年輩の者には倦意を起さ 

しめる恐れあり。」と云はれる。學習者に倦怠 

を起さしむるや否やの問題は殆んど敎師の技 

倆によるものであり，如何なる方法によるも 

同樣に敎師の巧拙により決定せられるもので 

ある。然しMetodo自身にも多少の決定性は 

ある。一體敎授活動は多分に融通性を含む可 

きであって,億に活氣あり,有意義なる敎授 

を行はんには，敎師は其の時の雰圍氣に從っ 

て種々變化ある方法を採らねばならぬ。若し 

L. M.が所定のTekstoを一步も離れず,た 

だ讚みに讀む方法であるとすれば,その融通 

性は極めて少ない。然るにP.M.は旣に述べ 

た如く,paroloの基礎の上に立っての!egi 
も許しGramatikoも許し得る方法であると 

せば,學習者により，時に應じて變化し得る 

融通性を有し，從って此の問題は寧ろP. M. 
の長所ではなからうか。

4. 「講習は每日或は隔日に行ふに非んば 

效果大いに減じ，從って不便多し」と云はれ 

る〇一體如何なる方法に依るも,言語が言語 

として修得せらるる迄には必ず一定の時間が 

必要である。然るに若し種々なる事情から講 

習の期間が制限せられ，且つ時間割が束縛せ 

らるる場合,敎師は當然に他の補助的方法を 

加へねばならぬ。故にP. M.が會話のみに 

より終始する方法ならばいざ知らず，然らざ 

る限りに於ては此の問題は,何れの方法にも 

共通に存在する問題である〇

5. 「講習生の他國語の知識の有無により進 

步の度を著しく異にし，其の差は日每に增大 

する。」と云はれる。が此の問題は寧ろ反對で 

ある。旣に外國語敎授の結果測定から得られ 

た多數の統計の示す所を見ても最初Teksto 
を與へずしてparoliから始めた場合には,外 

國語を知る者と知らざる者との相違は極めて 

僅少であり,注意の度合によっては，寧ろ後 

者が却って純粹なる進步をなし,日と共に著 

しき效果を表はす事さへあるが,若し最初か 

らTekstoを使用して誼ませる時には兩者の 

差は極めて著しく,單にalfabetoを知ると 

知らざるとの間に於てすら可成り大きな距り 

を生ずるのである。故に此の問題はP.M.の 

難點ではなく寧ろし. M.の難點である。

6. 「講習生は一日の已むを得ざる缺席に依 

りても,早講義の了解に困難を感ずる。」と云 

はれる。一體如何なる方法に依るも，缺席し 

て有效なることは絕對にない。が若し已むを 

得ざる場合は適當なる補助法力瀟ぜらるべき 

はP. M., L. M.共に變はる所はない。只 

Tekstoを所冇しそれを讀み得るといふこと 

は決してそれ自身よき補助手段たるを意味し 

ない〇と云ふのは一度不正當に出發せられた 

反應は，其の後の悪習慣の原因となることヵ: 

極めて多いからである。而して若し適當なる 

補助手段が講ぜらるれば，此の問題の困難は 

次第に縮少せられ得るのである。 -

7. 「具體的事物及び文法的に簡單なる云ひ 

回しは容易なるも,抽蒙的事物及び複雜なる 

表現は此九の理解に非常な困難を伴ふ。」と云 

はれる=これもP.M., L.M.共に同樣に云 

ひ得る問題であって,若しL.M.に於て只讚 

み手負似をするのみて抽象的事物や複雜なる 

表現が了解し得る如きTekstoがあればP.
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M.は當にそれを便用すればよいのである。 

而して，若しL.M•がただ讀みに讚む方法で 

あるとせば，身振り,繪,實物,を以て表現 

を助けるP. M.は遙かに育效ではなからう 

か。のみならずP. M.は必要なる塲合には 

說明語並に譯話を與へることもある故,その 

效果は遙かに大なるものであら5 〇

&「講習に當り多くの大道貝,小道貝を要 

する。」と云はれる。若しかゝる道具が敎授上 

有效なる場合は云ふ迄もなく便用すべきもの 

であるが,若し他の繪畫や英の他で代用し得 

る場合には一々道具を携へる必要はない〇直 

觀敎援に價値ある材料として古より繪畫の使 

用せられるは此の意味であって,此の問題も 

亦P. M.の動2點と見ることは出來ぬと思ふ。

9•『斯法に依る講義に相當冋數の經驗ある 

講師に依り有終の美をなされるが，翫出しは 

全然何等の效無し。」と云はれるが，此の問越 

は敎師論の問題である。云ふ迄もなく凡ゆる 

ものは敎育の材料となるであらうが，具瞪的 

に定められたる敎援活動には當然に敎師とし 

ての一定の條件が存在しなくてはならぬ。從 

ってエス語敎授に於ても若しも效なる講習が 

行はれる爲めには,講篩に對する一定の條件 

が必要とされる可きであるc例へば我が國屮 

药敎育に於ける英語敎援の實情を見るに，一 

定の知識と技倆とを貝へた敎師が有效なる敎 

援を行ふに反し,然らざる敎師が如何に牛・徙 

を毒するかは吾々の經驗上に明かなる爭實で 

あり，最近敎員養成に對して特別に考慮し始 

められたのも一つはこゝにあるのであって, 

エス語敎授のみが此の例にもれるものと吾々 

は考へることは出來ない。故に私は方法の如 

何を問はず，價値なきGvidantoが價値ある 

Esperantistoを作り得ると保證する勇氣は無 

い。敎饰たるものは常に正しき敎授法に對し 

理解あることを瑙むのである。

5. Parola Metodo の意義

序論を終へるに當り,P. M.の意義につき 

一言したい。先に述べた如く，P. M.とは卽 

ち,paroloを墓礎として學習者に言語を技能 

として修得せしめんとするのである。凡て思 

考は言語によりて為され,次第に髙き程度の 

知識技能の便彳話は凡て技能としての言語を基 

として達成せらるべきものである。旣に繰り 

返へし述べた如く,P. M.とは只paroliのみ 

に依って言語を修得せしめんとする方法では 

なく，否P. M.にはlegiといふことが絕對 

的に必要であるが,只何時如何なる方法で之 

れを適用するかと云ふ所にRM.の獨自の立 

場が存するのである。P.M.の根本原理こそ 

一つしか存在せぬが，其の丧際敎・慢に關して 

は云ふ迄もなく樣々の形に於て現はれなくて 

はならぬ。査々の見る所ではP.M.（ま學習者 

の年輪 知能の髙低,外國語に對する知識の 

有無,及び其の個性の相異に依り夫々變化あ 

るべく，又敎師の敎育的技倆,性質,知識程 

度に應じて必然的に相異あるべく,尙一般に 

は講習期間の長短,講習日の疎密,講習生の 

數及ひ英の異質等質等の度合に應じて夫々變 

化せらるべきものであって，嚴密に云へば舉 

習者個人個人に對し夫々濁特の方法が存在し 

ていゝ譯である。併しそれは最後の問題であ 

り,吾々は先づP. M.の一般的特質を把握し, 

次第に必要なる細部に向って硏究の步を進む 

べきであらう〇而して玆にP. M.として硏究 

すべき三つの用要問題が提出されてゐる。… 

は Metodo自身の問題で主として心理的方 

面の硏究に依るものであり，二はMaterialo 
の作製,三はTekstoの編纂である。Materialo 
とは例へば英語に於けるソーンダイク博士 

やホーン博士の單語表の女□きものを云ひ, 

Tekstoとは此の Materialoに半ばMetodo 
の色彩を加味して作成せらるべきもので,先 

に述べた如き講習の諸條件に應じて種々の 

Tekstoの存在することが卑ましい〇未だ斯 

る方面に對する關心の薄き今日に於て,今後 

に殘されたる一大問題は此のTekstoの編篡 

にあると明言せられた小野口氏の意見 尺〇・ 

1932, p. 454）には,私は無條件で賛意を表する 

者である。今Bに於ては旣にP. M.しM.は對 

立して存在すべきものではなく,兩者は合體し 

て始めて新敎授法の確立が完成されるもので 

はなからうか。今日の文イ匕社會に於てlegado 
の必要なる旣に云ふも愚である、從ってL. 
M.が RM.に合體した時に於てこそlegi 
の爲めに特殊のTekstoの編纂せられること 

も亦有意義なることと云はねばならぬ。
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’ 學習

EL ,,HAMLETO“
K. Ossaka

Akto I, Sceno II の Hamleto の mono
logo, ザメンホフ讀木にもある一節 

Ho, kial ne fandiĝas homa korpo, 
Ne disflu^iĝos kiel polv* en vento! 
Sin mem mortigi kial malpermesis 
La Plejpotenca! Dio mia granda ! 
Ho, kiel bestaj kaj abomenindaj 
Aperas ĉiuj agoj de la mondo! 
Fi, fi! Ĝardeno plena de venenaj 

Malbelaj herboj, ĉie senescepte!
【蘿.】あゝ，なぜ人間のからだは熔・ナて風 

にふかれる(en vento)塵の如くに飛び散る 

やうにならぬであらう!□殺することを最髙 

の神(La Plej-potenca)はなせ御禁じになっ 

たのだ!我が偉なる神よ!何と此の世の行爲 

は悉く畜生道に墮しいやらしくも見ゆる!け 

がらはしい!花園は毒ある醜章で一杯,どこ 

もかしこもだ(除外なく)！

【註】Fandi (金屬,蠟など熱を加へて)と 

かす;gisi鑄物にするため鐵をとかす,鑄 

込む;degeli雪や氷がとける。

Dis'flug'iĝi^iĝi disfluganta, esti dis- 
fiugigata, sin disflugigi. = disflugi.

La plejpotenca最高威力の(者，卽ち 

Dioのこと。神々diojに對し一神敎たる 

キリスト敎徒は自分逹の神を固有名詞扱ひ 

にして大文字でDioと書き冠詞を附せず。 

但し固有名詞は形容詞を付けた時は限定さ 

れlaを付す,Dio亦然り:

la bona Dio (FI 3 /-9)
Dio la Plejsupra (Gn XIX 18, 20) 
Dio la Plejpotenca (Gn XVII 1) 
la Dio de mia sinjoro Abraham (Gn) 
Dio以外はlaをつける(・般に普通名 

詞出身の固有名詞にはlaを付ける)：

la Eternulo エホバ(=Dio)
la Dipatrino 聖母 Mario (FI 138) 
la Santa Virgulino • (F 78)

Besta畜生:のやうな)；bestejo獸行 

お化刃十(補語 =elrigardi, montriĝi......
のやうに見えるc Lia helpo aperis al ni. 
ĉiela donaco.彼の助力は私々の目には天 

惠の1®物のやうに思えた(見えた人

Kio hieraŭ ŝajnis sovaĝa, tio morgaŭ 
aperos kiel io tute natura kaj bela.(OV) 
咋日迄は野蠻に思はれたものも明日は何 

か自然な美しいものゝ樣に見えてくる。

Kp.: Ĉu vi konas iun, kiu aspektas 

pli bele ol ni ? (FII 20)
吾々より美しい姿をした者を知ってゐる 

かい〇 (aspektiは副詞を伴ふことが多い 

が，形容詞の補語をつけることもあるん

Vi aspektas tiel vire maltima. (FUI 6) 
ほんに男らしく勇敢な方(maltima homo) 
に見える〇 .

Ha, kiel mizere vi vidiĝas ! (Rt 43)な 

んてみぢめな姿でせう。

Apenaŭ pasis du monatoj! Ne !
Nur ses semajnoj! Tia granda 

homo!
Se lin kompari kun la nuna reĝo, 
Li estis Apolono ĉe Satiro!

【澤】ニケ月たったかたゝぬかだ!いや， 

ほんの人週間しかたゝぬのだ!あの樣な偉大 

な力がC死んだノ、ムレット王を指す)!あの 

方、故工、 を今の王と比べねぎ半獸神のそばに 

立ったアポロ神とも云ふべき方。

【註】Apenaŭ… するかせぬか;Li estas 
apenaŭ 33-jara.三十になるかならぬか 

La nuna reĝo ハムレット王子の父ハム 

レット王を弑し，王妃と結婚し,王位にっ 

いたハムレット王子の叔父

Apolono日の神で男性美の化身，(諸神 

の主神Zeŭsoの子)〉

Satiro (又Satiruso)上半身人間で下肢 

羊の下司な神。
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エスベラントの新聞記事

8. 2・ーEn la eksterordinara kabineta 
kunsido de 8. 2. okazigata en la oficiala 
loĝejo de ĉefministro, la registaro alvenis 
al la decido, ke ĝi forlasos &ujn kompro
misajn traktadojn kun la Ligo kaj eltenos 
la japanan planon malgraŭ la eventuala 
■apliko al paragrafo 4 en artikolo 15.

Eksterordinara kabineta kunsido 臨時開議、 

Ligo聯盟（勿論しigo de Naciojの略稱 序 

に聯盟の用語を揭げるとgenerala kunveno總 

會、konsilantaro 理事會〇 （ne）daŭraj membroj 

（非］常任理事國.Komitato de Deknaŭ十九ケ 

國委員會、Konstanta Sekretariejo 事務局、 

Ĝenerala Sekretario 事務總長、Vic-generala 

Sekretario 事務次長.Konstanta Internacia 

Jugantaro常設國際司法裁判所・Inernacia 

Labora Oficejo 國際勞働爭務局、!nternacia 

Komisiitaro pri intelekta Kunlaborado 國際智 

的協力委員Internacia Komerca Ĉambro 國 

際商業會議所、Kolonia mandato kontrolata ĉe 

la Ligo聯盟管理委任統治c

1〇. 2. — S-ro Demetere M. Nicolau, unua 
sekretario de la Rumana Senditejo en 
Tokio, edziĝis al japana fraŭlino Tikako 
Ubukata je 10. 2. en la Aoyama-preĝejo. 
S-ro Nicolau iros al sia hejmlando tra 
Ameriko, akompanate de sia novedzino.

unua sekretario （ル—マニア公使館一等書 

記官、edziĝi al結婚する、edziĝiは夫にな 

るの意であるからエスペラントにある樣な 

edziĝi kun は不合理、同樣に edziniĝi al S-ro 
...は「某氏の所へ嫁入（カタヅ）く。」"oved- 
zino花嫁、nova edzinoは「今度の奧さん」の 

意にも使ひ得る（Kalocsay, Lingvo Stilo 
Formo 參照）。 '

Ĵ4- 2. 一 D-ro Sigenao Konisi, profesoro 
en la literatura fakultato de Imperia 
Universitato de Kydto estas elektita rektoro 

黄戶圭一

de la institucio, por sekvi D-ron SinzĜ 
Sinzy® kiu fariĝos je 21.3. profesoro 
emerita. Oni elektis lin per vocdono de 
87 kontraŭ 52 prefere al D-ro Sditi Sasaki. 
La nova prezidanto estas bone konata 
aŭtoritatulo en pedagogio. Li naskiĝis en 
1S75 en urbo Hukusima kaj gradigis en 
1901 en Imperia Universitato de Tdkyd.

衍stifucio設立物、こゝでは大學を指す、 

universitatoなる語の重復を避ける爲用ひた。 

profesoro emerita 名譽敎授〇

15. 2.—Tri viroj kaj du virinoj, inkluzive 
urbestron de Chicago Anton Joseph Cermak 
estis vundataj per pafoj de pistolo eei让aj 
al novelektita prezidanto Franklin D. Roose- 
velt, dum kiam li paroladis al10 000 
urbanoj en malfermita aŭtomobilo proksime 
de Miami, Florida. Neniu kuglo trafis 
S-ron Roosevelt. La krimulo arest让a ĉe la 
loko, identiĝis poste kiel Giuseppi Zangara, 
33,让ala brikmetisto en Hackensack New 
Jersey.

ĉe la loko現場で、identiĝis判明した。

23- 2 ― Kun la kreskanta ebleco de 
japana eksiĝo el la Ligo de Nacioj, la 
espero pri la efektivigo de ne-ataka pakto 
inter Japanujo kaj Sovietujo fariĝis granda. 
Oni kredas, ke S-ro K. Irya Yulenev, nova 
sovieta ambasadoro al T6kyo, faros novan 
proponon por la efektivigo de la pakto 
Japanujo kaj Sovietujo aŭ inter Japanujo, 
Sovietujo kaj Manĉukuo.

ne-ataka pakto不戰イ条約。

24> 2- — La grava raporto kaj la re
komendoj de la Komisiono de 19 konforme 
al paragrafo 4 de artikolo Io de la regularo 
estis aprobataj en la Ĝenerala Kunveno 
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de la Ligo kun voĉdono de 42 kontraŭ 1. 
La balotado per vokado okazis post la 
debato inter Ĉinujo kaj Japanujo kaj 
paroladoj de delegitoj de Kanado kaj 
Litovujo. Siamo detenis la voĉdonadon. 
S-ro Y6suke Matuoka faris adiaŭan saluton 
tuj post la alpreno kaj eksiĝis de la 
kunsido.

pamgnifo 4 de artikolo 15 第十五條第四項. 

balotado per vokado 指名投票。

27・ 2- — La "Empress of Britain,0 granda 
oceanŝipo de la " Canadian Pacific,n port- 
anta 296 mondoturistoj inkluzive de S-ro 
George Bernard Shaw kaj S^ino Shaw, 
eniris la havenon de Beppu je 7.30 vespere.

!• 3. — Kun la ĝenerala balotado je 5. 3., 
Ia intenca bruligo de la Parlamento je 27.
2. donis ai kanceliero Hitler la plej bonan 
okazon por plenumi sian longdaŭran sonĝon, 
kiel ankaŭ efikan elektan, t. e. la subpremo 
de la komunistoj. La drasta subpremo 
venis kvazaŭ deklaro de mil让〇 al la ruĝuloj, 
sed la popolo ne miris multe, ĉar ili mense 
preparis sin por tia urĝeco, depost kiam 
la H让ler-anoj prenis la potencon.

elekta kampanjo 選擧運動。

3・ 3-—Viktimoj de pli ol 2500, granda perdo 
de posedaĵoj kaj interrompiĝo de komuniko 
rezultigis, kiam distrikto Tdhoku kaj la 
sudorienta parto de Hokkaidŭ estis vizitata 
de tajda superakvego kaŭzita de forta 
tertremo, kiu okazis 14 sekundoj post 2. 
S2 atm. de 3. 3.

La Centra Meteorologia Observatorio post
sekvis la sisman originon al la Profundejo 
de Tuscarora, oriente de kabo Kinkazan. 
La maksimuma sisma larĝeco registrita 
per sismografo de Imperia Universitato de 
T6ky6 estis 12 mm.

interrompiĝo de komuniko 交通杜絕・tajda 

superakvego 海嘯.Centra Meteorologia Obser

vatorio 中央氣象辜、sisma origino震源地. 

Profundejo de Tuscarora タスカロ ラ海淵 〇

5. 3. 一 Prezidanto F. D. Roo护velt pro
klamis hodiaŭ vespere, ke ekde la l-a horo 
matene de la lundo la Nacia Registaro1 
havos absolutan kontrolon sur la nacia 
orprovizo. Tio malpermesas la konservadon 
de cirkulantajn moneroj kaj la eksportadon 
de oro kaj arĝento. Krome, tio malper
mesas al fremdaj nacioj la difinadon de 
usona oro.

difinadoイヤマーク〇

6. 3-—しiuj gravaj lokoj en Jehol nun 
estas en la manoj de la japan・manĉukuaj 
armeoj kaj la pacigo de la provinco estas 
vere fakto efektigig让a.
Jehol 熱河、faldo efektivigita 旣成半。

10 3- — Forta tertremo je la vespero de 
19. 3. en la suda Kalifornio frakasis urbon 
Los Angeles kaj la ĉirkaŭaĵojn. Laŭ t 
raportoj, flamoj nun furiozas en diversaj 
urboj kai petroleaj kampoj en la distrikto.

〔筆者附記〕鵠沼海岸S氏より本欄に和 

文を付けよとの御端書がございましたが、本 

欄の目的の一つは次第に所調esperantologo 
にakapariされて行く本誌上に何人にも讀め 

るエス文を掲げたいと云ふのにあり・日常新 

聞をお讚みの方には意味はよく判ると思ひま 

すので.頁を有効に使ふ爲エスペラント文の• 

みにしたのであります。この魁諒とせられん 

ことを望みます。尙一般に御註文なり御注吿 

なりを學會氣付筆者まで御知らせ下さらば幸 

甚に存じます。

^iiiiuiri!iiiiii::iii;i!ii：ifu 本践未着の产1 unniDiiiMmuni瞬

本誌は常に前月の24 •-27日頃に發 

送致しますから發行日たる每月1日に 

は必ずお手元へ到着の筈（內地ならん 

ですから萬一5日をすぎても其の月の 

本誌が未着の際住郵送上の故障ですか 

ら其旨御通知下さい。

日本エスペラント學會!inHiiiiuiriL-..
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質 疑 應 答
Lingvaj Respondoj K. Ossaka

★Z 博士譯 Hamleto, P・ 9, 8 行:ni rakontu 
ĉion al la Hamleto juna; ĉar mi ĵuras, ke 
la spirito, por ni tiel muta, al li parolos. 
のĴuriの意味。〔島根縣Shin生:）

〔答〕ĵuriは本來『誓ふ』意,それより自 

分の云った言葉にうそいつはり，誤なきこと 

を確言する場介に『誓って たしかにさう 

です』と云ふ意に用ひられる。

Mi memoros, mi ĵuras, ke mi memros. 
（Rz 1） ゝ.

覺えてますとも, 確かに覺えてますCと私

は誓ふ,卽ち間違なく忘れまん）本質問の譯 

•は:

ハムレット王子樣にすべて申上げやうでは 

ないか,と云ふのは吾々には押しだまってゐ 

る亡靈も壬子樣にはキッと話をするにちがひ 

ない（と私は誓って云ふ，必ずさうだ）。

尙ほ，la juna Hamletoとは亡父故王の笛 

もHamleto故，王子Hamletoを指す,又固 

有名詞に普通名詞・乂は形容詞を附するときは 

哄定の意となる故定冠詞をつける。

la kompatinda Karen
是はla kompatinda knabino Karen の意 

la reĝo Aleksandro
★同書 P-13 のはじめ:Cio estas ŝajno. 
Funebron estas tre facile ludi.に於て fune
bron がLI的格となってゐるのは間違・てはな 

いでせうか。〔同氏〕 ・

〔答〕否,funebronは主語ではなくludi 
の目的語,:此の文の主語は1udi.卽ち『すべ 

てうはべ（見せかけ）だ。喪を演ずる（如何に 

も喪に服して悲嘆してゐる芝居をする,ふり 

をする）のはわけないことだ』。

尙ほludiは小供が『遊ぶ』意の外『音樂 

を奏する，芝居を演ずる』〉

Li ludis la rolon de Hamleto.
ハムレットの役を演じたc

Certe senkulpulon li iudas.確に無辜 

の役を演じてゐるc惡い事をした癖に猫を

カゝぶってみる）。

★Rabistoj, p. 6,1.11:ni &uj ankoraŭ 
hodiaŭ elŝirus al mi la harojn super via 
ĉerkoはど5云ふ意味ですか。〔平塚市E. D. 
T氏2！

〔答〕elŝiri （乂は ŝiri） al si la harojn 
『髮毛をむしる』とは歎き悲しむ時兩手で頭髮 

をつかんで身もだえする身振りで結局『なげ 

き悲む,悲歎にくれる』意,上例（ま『あなた 

力：.・逝Mになれば吾々は皆今日にもあなたの 

柩の上に身をかじめて悲歎にくれることにな 

りませう』,

同樣なげき悲しむ身ぶりに

rompi tordi） al si la manojn. こ

れはわが手と手を握りしめ,もみ動かし身も 

だえする,恰も手を握り折る樣な身ぶり。

なほ身ぶり若干: 「

sublevi 又は!evi la ŝultrojn :氣に喰はぬ 

とき,人を小馬鹿にするときなど兩肩を上げ 

るやうにすぼめる身振り。日本の舌を出すに 

當る。

glati post （又は malantaŭ） la orelo. 頭 

をかく。これは日本と同じくきまりの惡い時 

などの照れかくしの身り。

*同書 P- 7 中頃:Mi vin indulgas ・..Oni 
sendis post li kaptordonajn leterojn, la ofen
ditoj laŭte krias pri kontentigo, prezo estas 
anoncita por lia kapo,の意味〇〔同氏〕

〔答〕老父がもう手紙を護むのをやめてく 

れと哀願したのに對しFranciskoが『よし 

よしもうかんべんしますよ』と〔尤も父に聞 

かせるつもりと云ふわけではなく）云ったの 

であるが,實は反語で一向かまわず後を讀み 

つぐ:『彼の逃亡した後を追っかけ、逮宙命［ 

令が發せられる,被害者は大さわぎして報復 

を叫ぶ,懸赏金が彼の首にかゝる••…•・』、Kon-, 
tennfigoはひどいロにあった者（ofend'ito） 
が相手を罰するなり損害賠償なりで自分の 

滿定のゆくやうにしてもらふ事』。
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新刊紹介
4ノ. 〔BIBLIOGRAFIO〕

2 ekzemplerojn senditajn al ni recenzas. 

Unuope ricevitaj estas nur menciataj.

POSt ： 3 numeroj ni senprokraste 

recenzos ĉiujn. Pri valoraj ni 

kritikos poste denove tre detale en aparta 

artikolo.

IS硏 究 書

★EKZERCILO; de A・ Mazzolini, （dua 

«ldono） eid. A. Paolet. S. Vito al Tagliamento, 

Italujo, p. 70;12x 16.5cm.

Prof. Mazzolini が全世界の esp-istoj の高 

等硏究用として編纂したもの。大體の材料は 

u Lupo kaj Heliko ,fといふfabloでこれを 

七課に分配しcこれを材料としていろいろ文 

法上や用語等の問題について種々のdeman

doj を入れたものである。文法上の硏究や造 

語の問題等についての硏究用として高等程度 

の硏究會等の用書として好適と思ふ。同書は 
Lippmamn氏等の校閱をへたもの。 

★HELPILO; de A. Mazzolini, eid. de A* 

Pade仁 Italujo, p. 4 ;12 X 16.5 cin.

上X " Ekzercilo ”附屬のもので同書の 

lecionoj に對する rimarkigoj 及び klarigoj を 

書いたもの。

^Problemo de Internacia Lingvo: en nun etapo 
de ĝia evoluo, de E・ Drezen, eid. de Centra 

Komitato de Sovetrespublikara Esperantista 

Vnio, Moskvo, 1932 :12X 17 cm, 64 p., Prezo : 

55 kop.

著者の名と出版者の名を見ただけでだいた 

いどうゆう傾向のことが書いてあるかがわか 

りそうだc讀んでみてはたしてそのとうりだ。 
Egeto Esp.界の指導者たる彼が、Esp.以前 

以後のいろいろの國際齬茶のもっそれぞれの 

祉會的意義ヽEsp.運動におけるburĝaと 
[proietnの對立、國際語の將來などについて 

・述ペたもの。ページ數のすくないうえにしか 

も露Esp.兩文對照だから、叙述わきわめて 
'精單だが、しかしこれによって運動史につい 

てのMoskvo流の解釋を手とりばやく理解， 

するととができるc日本のいわゆる中立主義 
「ゐ地方會の例窃でわFund. Krest.の輪講が 
'夬流行だが、それらの會の拒導者達もときに 

わこの薄の「理論物」について批判を加えら 

れて會員を凛かれるとよいと思うc內容の一 

々わみなさんに讀んでいただくことにして、 

私が面白いと思ったうちの二つを書くと:（り 

p. 25 Tドイツ、ロ本、ブルガリヤ・ポ・ーラン 

ドでわ organizo の potenco においてわプロ 

がブルにまさる」、p. 33 PMinorわプロの文 

なにおけるesprimoのkoncizecoをハRu覆 

Esp.''なんてゆうが、それらわsoveto以外 

のプロ、speciale ofteにjapanojによっても 

使われている」、p. 33「上述のごときEsp・の 

詩語進化をヨ-ロッパ以外の、第一にわjapa

noj が助ける\」などさかんにjapanojのEsp 

運動におけるroloの重大なることを認めて 

いる點と、（2）さきほどPrivatが提案した 

があまり追隧者のなかった„ deper nを（例: 
Piaktika utiligo de esperanto depe” la revol

uciaj esperantistoj）使ってあることだ〇 
w asak i-N."）

列文 學

★ESTONA ANTOLOGIO I.; eid. de Ksperanto- 

Asocio de Estonio, Tallinn, Estonio, postkast 

6; p. 136; 15x21.7 cm;

バルチック海に面し芬閹土との對岸のエス 

トニャ國は大戰後に獨立した小阈だがこんな 

小國でもこれだけ立派な文集を[□版したc併 

しこれには相常況ぐましい努力があ•る。本文 
集は1923年の9〃 に9名の同志が計畫をた 

てゝ仕事にかゝったのが源・ある。その後 

Komisionoがつくられ16人でtradukoをし 

た。數年の後菊版五六百roこ相常する原犒が 

完成した。がこゝで金の問題にぶつかって實 
現せず。やっと又數年經て分册發行の事に計 

畫をたてかへ同志の據金で此第一册を刊厅し 

たとのかcこの一事我々に敎へられる事の多 

いのを知る。

本書は第一部にFabeloj kaj folkloroを工 

ス譯してのせ、その次へ有名な作家:名17 

像人）の傑作・篇を作者別に排列して譯出し 

たもの。用語は不□然なものなく行文流麗平 

易である。一讀をすゝめる。文學的の批評は 

別の機會にゆづる。
★KNOCK de Jules Roinains. trad. D-ro 

Corret, eid. de Esperantista Voĉo, Jaslo, Po- 

lujo, 12xl9cm., 80p.,（學符取次一定例 

1.20 M送料:錢）

Akademiano の D-ro Pierre Corrct 譯故譯 

文には非難すべき點なし。原作は三幕の喜劇 
subtitolo として a la Triumfo de Medicinov 

がついてゐる。1923年に初めて巴里で上演さ
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れたもの。猶このエス譯は昨夏パリKong・ 

resoで上演されたもの。金に窮し患者のへ 

った田舍の醫者が患家と醫院を他の若い醫者 

に法外の價で蜜つける。買った後者は仲々の 

やり乎ではでに大宣傅をして患者門前に市を 

なす等フランス流のspritaĵoj滿載の喜劇。 
★VOL II de Kenelm Robinson, eid. de Espe

rantista Voĉo, Jaslo, Ballando.

“ Se Grenereto ” の作者 Kenelm Robinson 

の短篇（英語のとエス語のと）及英詔詩數篇っ 

こういった作品は何のため何の意味で出版さ 

れたものか怪しむ。

★MINIATUROJ de G・ D・ Nash, eid. the Espe

ranto Publishing Co, London W・ C・1.;1931; 

12.5 X19 cm.; 58 p.

Nash氏の原作詩五十篇を集めたもの。印 
刷は鮮明であるが詩は少し平々坦々すぎる樣 

に思ふ〇 特に kunmetitaj vortoj は streketo 

で結合 したのが多いが中には beketo の不 

必要なのもあり（ci-tieの如き）中には無理な 

結合も見受けられるが詩であるから巳むをえ 

ぬ點もあると思ふが感心できぬ。
★MIA POEZIO de Rafael de San Millŭn Alonso; 

e）d. Hispana Esp-Asocio ；13 x 17.5 cm.; p・ 64 ； 

prez. •

醫學博士で熱心なC^rvantesの崇拜家とし 

て文筆のオにとんだAlonso氏のエス原作詩 

三十數篇を集めたもの。Stilo流暢にして作 

者の文才を示してゐる。その中の長:篇力作 
u Ŝipopereo nは一抹の哀愁を藏したもの〇そ 

の他感傷的な作品が多い。

・自然科學

★ESPERANTO in the Field of ENGINEERING, 
de T. J. Gueritte;legita antaŭ " Society of 

Kngineers n ;17 Victoria Street, Westminster, 

S. W.1,14x21.5 cm.; p・ 35・

エ學方面におけるエス語の實用と同方面に 

おける國際語問題の解決についての講演した 

もの及それについての質凝應答を收む。 
★OBSERVADOJ METEOROLOGIAJ k. AEROLO
GIAJ, farita en la Aerologia Observatorio de 

Tateno, en la internaciaj tagoj dum la polusa 

juro 1932-33 ; N-ro 1（Jan.-Junio）; eid. de 

Aer. Obs. de Tateno apud Tutiura, Jap.;19 

X 26 cm.; p. iv+52

^Bondezirojn al Profesoro W. Koppcn por Ia 
85 a naskigtago （氣象集誌第二輯第九卷第九 

號別刷）氣象學の權威にしてesp-istoたるケ 

ッペン博士に捧る祝辭（和エス兩文）；19X

26 cm ; 2 p.

★LA UNUA SOVETA BLUMINGO de inĝ. A・ 

A. Sufianoヾ;eid. Ekrelo; p. 39;12.5 X17 

cm.;價30錢・稅2錢

冶金用の分塊壓延機(英語:Blooroing-mill) 

——ソヴェート製ーーについての構造作用そ 

の他について澤山の圖を附して說明したも 

の〇猶附錄として"ふ】plementu Vortaro de 

la Fakaj Terminoj kaj Esprimoj (術語集) 

がついてゐる。これは瞬英獨佛の四ヶ阈語の 

譯語を與へてゐる。この方而への新しい試の 

一っとして歡迎さるべきもの。

★Pri la EBLECO k PROBABLECO de multjara 
periodeco en Ia meteorologiaj fenomenoj, de 
Adolf Schmidt; represita el Gerlands Bcitragc 

zur Geophysik Bd 33,1931;14 X 22 cm; p. 6・

・雜

★Kurfoj ilustritaj de JAPANA ARTO, elektita 

de Esp-grupo de Tokio Belarta Lernejo; e】d・ 

G. T. Sun Co., Ginza Nisi, Tokio, Jap.

(a) l-a serio :一Jumedono (kapelo) ; Miro- 

ku-bosacu (statuo)

(b) 2-a serio :一Pejzaĝo (pentrita de Moto- 

nobu K anoo); Virino (pentrita de Matabei 

luata )

(c) 3-a serio : —Suzuribako (farita de Ko- 

orin Ogata); Suzuribako (en Curugaoka 

Sanktejo)

★MNFMONIKA INSTITUTO; prospekto de tiu 

instituto, Vilno (Pollando) Zawalna N-ro 

15/11; 14x21 cm.; 16p.5諳記學院の紹介小 

册子

★PLIRTO ESPERANTA, de Edz-Peranto; eid* 

de N. tapiro, Warszawa, Nowolipki 8, Polla

ndo; 1932; 8x 12 cm.; 20 kartoj ; pez. 0.50 

sv. fr.

Modernaj junuloj向きの遊戯用の力—ド〇. 

一枚に20づゝfrazetojを記人したもの。各口 

一枚宛もって自分の相手に示したいfrazeto- 

の番號を云ふと和手もそれに對する返事を自 
分のもつカードの中から探して示すといった 
調子〇發案者Edz-perantoとはŜupiro氏の 

變名と思ふ。そのfrazetojを二三示してみる 

と
"Pli bona estas riproĉo nekaĉita ol anio 

kaĉ.g." a Mi volas malsekigi sub pluvo de 

viaj kisoj "Vi ofendis min." " Estu kuraĝa.^ 

Ĉe via rido vibras mia koro"等々〇
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日本神話硏究

露木淸彥 

第一章

世界成生

〔續）

Sep-Diaj-Genera- 
doj 
(神世七代)

Kvin-tipoj de
Kosmogonio

I. 系圖又わ

進化型
II. 創造型

III. 變成型
IV. 胎生型
V. 卵生型

Poliaezioj

Nov-Zelando 

vakuo虛無 

spaco空間 

humido 濕 

{firmajo 

firmamento 天 

空

ĉiela patro 天

空神
tera patrino 大

地母
unuopa dio 獨

化神
dunaskitaj dioj

偶生神
ĉiuj estaĵoj 森

羅萬象

Japana Mitologio
(2)

Kijo Cujubi

Kaj Kojiki rakontas al ni jenon:
Poste, aperis la dio Kuni-no-toko-taĉi, poste la dio Tojo-kumonu. 

Kaj sekvas ilin la dio Uhi-ĵi-ni kaj la diino Suhi-ĵi-ni. Poste la dio 
Cunu-gui kaj la diino Iku-gui. Poste la dio Oho-to-no-ĵi kaj la diino 
Oho-to-no-be. Poste la dio Omo-daru kaj la diino Aja-kaŝik-one. Poste 
la dio Izanagi kaj la diino Izanami.

Se ni eventuale trovas la similajn tipojn de mitoj ĉe V najbaraj 
popoloj, ni devos gisfunde ilin komparesplori, ĉu la analogo estas 
hazarda koincido, aŭ ĉu tio finfine devenas de la sama origino.

La kosmogonia mito en la mondo eatas ĝenerale klasifikita en 
kvin tipoj, I) La genealogia aŭ evolucia aŭ spontanea tipo, II) La krea 
tipo, III) La metamorfoza tipo, IV) La vivnaska tipo, kaj V) La elkova 
tipo. Nome la babilona, la greka kaj la japana mitoj supre jam 
menci itaj apartenas al la I-a tipo, dume la hebrea —la 11-a.

Roland E・ Dixon20)klasifikas la kosmogonion de Polinezioj en du 
tipojn ;la I-a kaj la 11-a. La I-a tipo de Polinezioj, kiel ekzemple, estas 
jena; Unue estis vakuo aŭ ĥaoso nomata Po, due aperis lumo, kaj 
sekvis ĝin varmo kaj humido; kaj el la reciproka funkcio de tiuj & 
faktoroj aperis substanco kaj formo. Ili solidiĝis ĉiam pli, kaj el ili 
aperis tero kaj ĉielo, kiuj estas personigitaj per ĉiela patro kaj tera 

patrino. Jen ĉesas funkciado de V evolucio, kaj poste ĉiuj naturaj feno・ 
menoj kaj multe da dioj naskiĝas el la interrilato de V ĉielpatro kaj Ia 
terpatrino.21^ Kompreneble la mitoj, kiuj grupiĝas en tiu ĉi tipo, 
havas diversajn nesamajn formojn. Tamen la I-a tipo de Polinezioj 
similas al la japana, pro tio ke unue daŭras unuopaj dioj simboligitaj 
per ĉiu procedo de 1'universa evoluo, kaj poste aperas dunaskitaj dioj; 
edzo kaj edzino, el kiuj naskiĝas ĉiuj estaĵoj en la mondo.

Unu ekzemplo en Nov-Zelando estas jena:
En la komenco estis Te Kore (vakuo), kaj Te Kore-tua-tahi (unua 

vakuo), Te Kore-tua- rua {dua vakuo), Te Kore-nui (vasta vakuo) ktp., 
entute dekok dioj aperis, kaj fine Dai-tua (spaco). En tiu ĉi Spaco 
estiĝas senformaj du substancoj; aktiva Maku {humido) kaj pasiva 
Mahoa-nui-a-rangi (ciela firmajo). Kaj ili naskas Rangi-potiki (firma

mento). Li edziĝas al Papa (grandtero) kaj naskas diojn严) Sendube



analogio 類似 

analogo 類似
（物）「

P^an-Ku （盤古:）

ovo de koko 鷄

子）

„ Enanji« （淮南 

子）

Granda Lumaĵo 

大昭

Vojo 道

la genealogia mito estas produktaĵo de tre maturita ideo. Dixon diras 
pri la I-a tipo de Polinezioj, ke ili posedis la ĝermon de tia ideo, antaŭ 
ol ili atingis la nuntempan vivlokon, kaj ili estas influitaj de la hindaj 
ideoj. Ankaŭ mi povas konjekti, ke tia formo devus esti komuna 
tra Indocina kaj Malaja duoninsuloj, Malaja insularo k?j Polinezia 
insularo, ĉar tiuj ĉi loĝantaroj devenis de la sudazio en antikva tempo.

La unua parto de la japana kosmogonio portas analcgion kun la 
evolucia tipo de PolineziejpE Tamen fragmente ni povas trovi analogon 
en ĉinaj klasikaĵoj. Sed, tia analogio estas ja komprenebla, ĉar tiam, 
kiam oni kompilis la Kronikojn, oni abunde importis kaj bon
venigis la Ĉinan kulturon same kiel la ĉinajn literojn. Kaj oni diras, 
ke la japana kosmogonio estas im让aĴ〇 aŭ importaĵo de Ĉinujo; tamen 
mi opinias, ke tia analogo limiĝas al la skribmaniero de 1* ĉina formo.

La plej elstaranta figuro ĉe la Ĉina kosmogonio estas P'an・Ku. Laŭ 
ideo, li estas la ido de la du potencoj de Naturo, la jin kaj jan 

（陰陽）p kiuj per certa nekomprenebla maniero aperigis lin, donis al Ii 
la taskon de ordigo de Ĥaoso, kaj kreado de V ĉielo kaj la tero.勿） 

Unu el la ĉinaj klasikaĵoj pentras la kosmogonion jene; Ĉielo kaj tero 
estis en ĥaoso, kvazaŭ ovo de koko. En ĝi aperis P'an-Ku, li vivis 
dekok miljarojn. En la komenco de la ĉielo kaj la tero, hela kaj pura 
aĵo fariĝis ĉielo, kaj malhela kaj malpura aĵo fariĝis tero. P*an-Ku 
estis inter ili; dum unu tago li aliformigas sin naŭ fojojn. Kaj Dio 
aperis en la ĉielo kaj Saĝulo ĉe la tero.（三五曆記严ゝ

La kosmogonio de „ Enanĵi <<26> estas jene skribita; „ Kiam la ĉielo 
kaj la tero ankoraŭ ne formiĝis, estis grandioze kaj vigle, vaste kaj 
senforme: estis Granda Lumaĵo. La Vojo27）troviĝis en la vakuo, la 
vakuo naskis universon, la universo naskis spiriton. La spirito havis 
limon"... Tiu ĉi ne estas mito, kvankam ĝi estas scienca priskribo, 
la esprimo tamen estas en la formo de mito, kaj ŝajnas, kredeble ĝi 
ĉerpas el m让a origino.2^ Kaj sekvanta frazo estas tute sama formo 
kiel tiu de Nihongi. „... klara kaj hela aĵo vastiĝis kaj fariĝis ĉielo, 
peza kaj malpura aĵo staris senmova kaj fariĝis tero. Pro tio pura 
kaj delikata aĵo estas facile kuniĝi, peza kaj malpura ajo estas mal- 
facile solidiĝi. Tial la ĉielo estiĝis la unua kaj poste la tei•〇・29）"

編輯部より

本誌編輯上についていろいろお氣付の期が 

あったら問題の大小に拘らず御投書下さい。 

又擢•載記事についての批評等お聞かせ下さ 

い。いろいろ參考になりますから。

宣傳部より

本號质吿欄に記載の如く

非常時におけるエス運動は如何にするのが 

最も有効であるか?又特に當學會として如何 

なる態度をとるのが尤も時宜に適せるか等に 

つき御意見おきかせ下さい。 一:
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齊全

報道

黑人ビエスペラント

昨年夏當時波蘭にゐた英領 

西アフリカのしagosの黑人 

Kola Ajavi氏のエス語宣傅 

兼アフリカ紹介の旅行が企黴 

されエス原作小說家Jean 

Forge (本名Fcthke)氏がそ 

の通譯をかね一切の世話をす 
るといふ事が Heroldo誌に 

發表されエス界の興味をひい 

た。このAjayi氏の旅行はア 

フリカの黑人の生活の紹介を 

幻燈使用でエス語で說明し, 
且Yoniba語でのネグロの歌

ザメンよフ博士の愛娘

Lidja孃リョン市で大歡迎

佛國リヨン市のesp-istojが 

ザ博士の令孃しidju Zamenhof 

を招いてエス語の講習(Ce・ 

metode)を開いた。去る1月 

20日リヨン大學の大講堂で法 

科敎授Filip氏の司會の下にc 

400名參加。(滿員のため多數: 

(入場不能)。同地駐在波1®の領 
.事が之に參列した。之はprov

leciono で之によってエス語 

がどんなに容易でlogikaで 

あるかを示し之れによって講 

習參加者を募集した。かくて 
翌Hからの正式の講習には 

144-170名の出席者があった。 

その中に三人の放送局Q理 

事，市參茅會貝,企業組合聯 

合會頭,知名の考古學者あり 

外に多數の敎員や少年團員等 

であった。

同地の新聞やラヂオはこの 

講習についてfavoraな報道 

をしたので全市民の興妹を喚 

起した。その結果講習に出席 

した市參事會員Reynier氏の 

發議により市參事會ではこQ 

講習に對し!000フランを下 

附する事を決議し猶200〇.フ 

ランの豫算で市主催の講習開 

催の件を決議した。Lidj;・孃 

はしyon市の次にBelfort, 

Montbeliard, Valentigney, St 

Etienne等の都市で講習を 

gvidiすると。

をうたふといふ計畫であっ 

た。そめ後これがどれだけ實 

現されたか十分わからぬが近 

着 Heroldo誌をみると去る 

2月20" Warszawaの放送局 

から全國中繼でアフリカの歌 

を放送すると報じてゐる。 
近着"Efperanto '' (UEA)誌 

によれば最近同じアフリカの 

トーゴーランド(佛國委任統 
治地〕のしomeといふ所にす 

むB. Anomahといふ黑人が 

最近熱心にエス語を勉强中と 

の爭にて同氏の書いた手紙を 

凸版にしてのせてゐる。それ 

をみると殆んど文法上の誤等 

もなく仲々立派な舉力のある 

事を示してゐる。このが實は 

黑人間にも大いにエス語が發 

展の可能なことを示してゐる 

ものである〇今後同地方の工 

ス運動の發展を祈る。

Hス運動の

二箇年計畫完成
ラインランドのDiirenに 

於て去る!}i Io H laboristaj 

esperantistojの第5囘國際舍 

合があった。これには自耳義 

人獨逸人和閑人の三國人が參 

加した。
この第一囘はドイツMerk- 

steinで1931年の12刀に開 

かれ約70名參加しその時工 

ス話遅動の擴大の二箇年計畫 

をたてた。卽ちそのニケ年間 

にドイツ內に63の講習と20 

の新エス命の設立を計畫し猶 

9個の現存エス命の會員倍加 

にも努力する事にきめた。べ 
ルギーについてはドイツの 

33%を和蘭についてはドイツ 

の20%の仕事をする事とさ 

だめた。かくて昨年12 }]13 

日に開かるべき第五囘の會合 

はDiirenの市當事者の命令 

で開會不能となった。これに 
は700名の參加申込があった。 

併し1月!6日になって開く 

事ができたがこれにはいろん 

なfestotagojの後なので500 

名の出席者であった。かくて 

ニケ年計畫も大成功でおった 

ことが判った。殊にベルギー 

の例で は この期間に20〇%の 

仕事を完成した〇次の大會は

4月にベルギーのVerviersに 

開かれると。

世界どころでニろ
★★★フランス國立氣象硏究 

所長Delcambre將軍は今般 

航空大臣Painlevĉ氏より佛 

國エス普及協會に對する航空 

省の公式代表者として任命さ 

れ航空上にエス語使用に關す 
る一切Q仕事を處理すること 

となった。

★★★十六篦人の會員を擁す 

るフランス人權擁護聯盟では 

その各sekciojに對してエス 

語に關する調査をして77 

sekciojから返事を得たがその 

中72 sekciojがチスSSに 

favoraで殘りの5 sekciojは 

他のlingvojについてであっ 

た。
★★★換國ウィーン市の警察 
講習所(policoficirlernejo)へ 

本國から留學中の中華民國杭 

州の警察官六名が最近エス語 

を硏究し始めたと。講帥は 
I nternacia Esp ・ Muzeo の 

prezidanto II. Steiner であ 



る。勿論このエス語講習の費 
用は、Vien市譬察部から支給 

されてゐる。

★ ★★エストニャ國Taliinn 

市では】2月30 Hの第七囘靑 

年禁酒大脅に於てDlisson氏 

が「靑年とエス語」と題して話 

した結果エス語が外國人との 

交涉上價値の多いのを認め且 

靑年禁酒協會の中にエス委員 

會を設けるべしと決議した。

★ ★★佛國 Saint-Quentin 市 

會はエス會に對し200フラン 

の下附金の決議をした。 

★★★和蘭では咋年ーケ年に 

エス語試驗を十囘施行した。 
その中七は乙種（lingva kapa

bleco の說明）で三は甲種（敎 

師の免狀）であった。乙種に 

は760名の受驗者ありその中 

599名合格。甲種は192名受 

驗し139人合格。甲種の方は 

政府委員によって監音されて 

ゐる。

★ ★★先年日本へきた 
Scherer氏は目下病氣のため

Los Angelesのエス會は Dud- 

ding氏が會務をとってゐる 

と。
★★★波闌AVarszawaでは 

I 月 25 日 Pola Esp. Asocio 

で A. Zanbrzy 氏が"Kampo 

kaj manieroj de propagando " 

の題の下に講演したが同氏は 

その際全世界の人類の中2% 

卽ち四千萬人の人が（波關!エ 

ス協會の擔當地域には六萬 
人）praktikeにエス語を必要 

とすると述べたと。

最近エス言論界の關心事二つ

1.Reorganizo問題の渦

昨夏Parizoの世界大會に投ぜられたエス 

述動中心機關の再組織（Reorganizo）の巨彈 
は UEA と K. R （naciaj societoj）の間の正 

面衝突として世界エス界の耳目を聳動せしめ 

たがその後この問題は本誌前々號報逍;の如く 

委 口今 カゝら Vni versala Federacio Esperantista 

の原案が發表されたがこの改造原案をめぐっ 

て其後樣々の論議がエス言論界の話題の中心 
となってゐる。而してUEA絕對支持の一派 

と改造派とが互に鎬を削っての論戰のみなら 

ずその中間派の妥協案を始め樣々の提案が次 
から次へとなされ殊に適刊誌Heroldo de 

IZsperantoは每號卷頭一ニ頁を提供して自由 

に論爭せ しめ方々からでたcirkulero や 

publika letero等を搗載せるためいやが上に 

もこの論議を助長する貌となった。去る1月 
9 日には l〕EA の direktoro の Hans Jakob 

氏がBEA （英國エス協會）のButler氏を訪 

問してreorganizo問題を論議した後（1月 

24 ロ付で）BEAから各國エス會へUFEと 

CEAを一つにする樣な妥協が成立した樣な 
ci kuleroを發送したがそれに對しJakob氏 

からcirkuleroの內容は當日の話とくひちが 

ひが多いといって抗讓を申込みこれ亦cir

kulero を發送するといふ騒ぎそれに答へて 

BEAから公開狀のrespondoを發送すること 

になりこれらが Heroldo誌に揭載されるな 

ど大げさにいへば「デマは亂れとぶ」といっ 

た貌であって今の所仲々polemikadoがにぎ 
やか。

このreorganizoの紛糾を髙處の見物して 

ゐるフ•ロエス運動の一方の雄SEU Cソヴェ 

ト聯邦エス冋盟）の“ Bulteno "誌はこの事 

實をneŭtralulojの陣營における「分裂」と皮 

肉リこれも結局現代 kapitalisma mondkrizo 

克服の努力からの企であるがこれはkapital

isma mondoのたてなほしと同樣至難だろう 

と揶揄してゐる。

——だがこの騷ぎも根本はエス運動の發展 

を目指しての意見の衝突故結局は何等かの解 

決を得ておちつく所におちつくものと思はれ 

る。夏の萬國大會頃には何とかまとまろう。 

大いに論ずる事はよりよきものを造り上げる 

上に必要な事だ。

2. P.G.0 neologismoj
の描いた波紋

昨年 しiteratura Mondoから出版された 

n Parnasa Gvidlibro（D-ro Kalocsav と Prof 

Waringbien共著;?はエス作詩法の奥儀書とし 
て「ginio以外の一切の詩人として必耍な知 

識を與へる」との大見榮をきってエス界群小 

poetojをアッと云はせた。この木の第一部た 

る"Skizo de Esp. metrikoは仲々の力作で 

あるがその第四部たる｛＜ Poezia Fakvortaro99 

はこの頃Lit. Mondoがさかんにつかふne

ologismoj （新話）滿載といった貌である。し 

かもこのneologismojの採用ぶりが又傍若無 

人といった態度なので最近エス苜論界をいた 

く刺戟し大きな波紋をまきおこしあちらこち 

らから批難攻擊の火の手があがりエス言論界 
は目下P. G.をめぐって蜂の巢をっゝいた樣
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な騷々しさ〇
何が故にP・G・のneologismojがそんなに 

esp-istojの神經を尖らしたかといふに--- C今

迄esp-istojは誰しも必要に應じて一つや二つ 
のneologismojをenkondukiしてゐるので何 

も批難さるべき筋合Qものではないが)—— 
特にこの本にでゝゐるneologismojは必要缺 

くべからざるために採用したのでなく主とし 

て詩といふ藝術品を作る上に散文に使用する 

樣な〜といった樣な澤山の語形やおも 

くるしい話では而白くないといふ意見から旣 

に語形の定ってゐる單語にまで新しい别の語 

形を澤山採用してゐるのであるcこれが一般 
esp-istojの反感をかった根本である。その上 
例のエロ本"Sekretaj Sonetoj "に入れた澤 

山の新造隠語の類を堂々と揷入(こんな隱語 

は正規の詩語として不必要であり正規の辭典 

に入れるべき語でなく隱話辭典にでも挿入す 
べきもの)してゐる等 Kalocsav醫博iのaĉulo 

振が真面目なesp-istojの憤激を買ったのは 

やむをえまい〇
その不必要と思はれるneologismojを少し 

あげてみると uesto (=okcidento), easto (— 

oriento), primavero (=printempo), damo (= 

sinjorino), ba^eloro (=junulo), gelo (=frosto), 

■frida (=malvarma), febla (= malforta), poltrona 

(=malkuraĝa), lanta(=malrapida), negi (=nei), 

olda (=maljuna), prohibi (=Malpermesi), 

ruro (=kamparo), tarda (=ni alfrua), softa (= 

mallaŭta), streta (=mallonga)等々〇

ザ博士の採用した語形以外に自分のきな 
話形をenkondukiしたリザ博士が苦心の末 

考へた forta—ma ifor*, a, varma—malvarma, 

juna — maljuua缭の形も破壞され(JdeのEsp. 

改造はこういったゆき方だったが)るといっ 
た風でこれこそneologismojのenkondukoと 

いふよりもまるでreformoまで行った貌で 

これではkonservativaな連中はもとより相當 

progresemaの連中も怒りだしたのも無理は 

ない。

本書に對していちはやく Heroldo誌は昨年 

の46號(11月20日付)でrecenzo欄とは 

別に特に大見出しで Ullusなる署名で批評 

文を出してゐる。——まっさきに「本書は功 

罪相半する」と云はぬばかりの書き出しで永 

々とのべてゐるがその屮で 例のneologismoj 

については u La kvara parto certe trovas la 
plej akran kritikadon. Ĝi enhavas ĉ. GOO 

vortojn, parte jam uzatajn, sed grandparte tute 

novajn. Ekzamenante ĉi-lastajn oni trovas, 

ke tre multaj el ili estas absolute nebezonaj 

・・・”とのべて新語を微底的に排擊し最後に 
"Entute Ia libro estas interesa verko. Sed 

oni devas ĝui ĝin singardeme. Tio estu kiel 

finkonsilo dirata al ĝiaj aĉeto ntoj kaj uzontoj!ft 

と結んでゐる。

次にP. G.を最も手嚴しくやつつけたのは 

中歐エス勞働者團體の機關誌たるu 
Socialiston の一丿J號である。これは 特に 
"Parnasa Gvidlibro aŭ dangeraj antaŭenpuŝoj 

de lingva reformismo?nといふ大見出しで 

HansヽVernhengstの署名の下に「此頃雨後 

の筍の樣にneologismojが出てくるのには我 

々!aboristaj esp-istojの颦蹙をかつてゐる。 

しかも この lingva reformismo の kvazaŭ- 

m ovadoはしit. Mondoの一黨を中心に 

imitemoと曲解されたprogresemoに支持さ 

れて多數の文箪者連の間に急速に瀰漫しつ人 

ある事は旣に衆知の事實だc而してこの事實 

を證明して之に畫龍點睛をなしたものこそ近 
刊のP.G.である。... (中略)... この辭典

は plej strangaj kaj iafoje tute malnecesaj 

neologismojにみちみちてゐる〇 ... 何が故

にこの贅澤(新語の豐富)ぞ?我々laboristaj 

esp-istojが彼專の眼中にないのだらうか或は 

彼等は我々も一個の事物一個の槪念に對し 
2-3又はそれ以上のesprimojを學ぶ樣な暇 

が十分にあると考へてゐるのだらうか?...

kamaradojよ「こんな本を買ふ金があるのな 

らもっと有効に使へ」と仲々手嚴しい批評だ。 
之についで Heroldoの附錄 しiagva Kritiko 

C一月號)には !. Dratwer 氏が esp. verkistoj 

への公開狀の形式で「自分は14年間もエス 

語を學んでゐる〇この14年間に自分は口で 

も筆でもエス語を十分使ってゐる。雜誌へも 

寄稿した本もだした。だから自分も一廉の 
esp-istoだと考へてゐた〇所がこの頃エス語 

の本を讀んでもサッパリ判らなくなった。そ 
れは近頃君逹が矢無にneologismojを使用す 

るからなのだ。……君逹Q御盡力でエス語が 

だんだん六ヶ敷なってきた。併しこれは 
lingva evoluo とはいへまい〇 ... evoluigo

だ。……君達にとってesp.は玩具だ,そのパ 
ネがこわれようが---澤山のesp-istojが逃だ

そうが何のおかまひなしだ。……併し我々に 
とってエス語はsentaŭgaでちってほしい。强 

制的evoluigoはエス民衆の反感をそゝりゃ 

がて君達もエス民衆からそむかれるだらう。 

云々」といふのである〇

之に對してKalocsay氏はHeroldoで辯
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明をやはリ公開狀の形式でだしてゐる。その 

辯明は結局「自分はneologismojを入れた本 

の著者は常にその本の後へneologismojにつ 

いての表を入れよといってゐるので自分の出 

した本には皆いれてゐる。だからその表さへ 

みれば本文をよむのに困るわけはない。」と辯 

護してゐるがこれだけでは萬人を首肯させる 

事ができまい。（ •

この各方面の反對はともかくとして今迄 
Lit. Mondo誌のĉefredaktoroにまつりあげ 

られてゐたJulio Baghy氏がKalocsa/のこ 

のneologisrn〇癖に憤慨してL・M・を脫退す 

るといった騒がもちあがってL.M職線亦異 

狀ありといった貌。J. Baghy氏は脫退聲明 

書に代へてneologismoj排擊の詩を書いて送 

ったのがしit. Mondoの一月號にのってゐる 

その詩は"Cu Ido aŭ Poliglot ? Ne! Despe- 

ranto といった題でこれらのneologismojを 

うんといれた詩だ。その第一節をこゝへ轉載 

してみると
La bruska burgo, orgojla fortreso;

la FUNDAゝIENT' morozas sur la moni'

k infre semas sur niroj, novaloj

doktecon - LITERATURA MOND'・ 

Analoj diras, dum pluraj dekadoj 

nur stagnis la poltrona oldular';

Ia baĉeloroj aprecas etoson,

de streta pado hastas al la skvar\ 

これでは一寸何のことかよみこなせない〇そ 

して最後に

u Kaj nun permesu prozan demandon en 

komprenebla lingvo ； ĉu vi konsentas pri 

tia perforta evoluigo kaj IDO-igo de nia 

lingvo ?... <•

とひらきなほって詰問し自分がし. M.を飛出 

した原因の一つはこゝにあるのだと結んでゐ 

る〇之に對しKalocsov氏の辯明がでゝゐる。 • 

併し理窟はなんとつけても不必要なneolog

ismoj の多いのは事實だ。L.ゝ1・をおんでた 

J. Baghy氏は猶腹の蟲がおさまらぬとみえ 

て今度は更にMOomoto Internacia99誌へ寄稿 

してneologismoj征伐の鋒火をあげるそう 

な。PG.の畫いた波紋はどこまで渦をまき 

おこすことか。

【記者附記】こんな問題をおこしたのは 
Parnasa Gvidlibro全!75頁中の僅か卷末の15 

5（分程にすぎぬPoezia Fakvortaroの部分で 

あって同書中の Waringhienの力作skizo de 

csp. metriko （多少の異論はあっても;）はエス 

詩を讀むものい誰しも讀まねばならぬ雄篇で 

ある。この意味で我々は同書の一讀を（詩を 

つくるとつくらぬとの別なく）一般esp-istoj 

のどなたにもお獎めしたいと思ふ。（唯同書卷 
末のneologismojは濫用されぬ樣御注意願ひ 

たい）〇 ・-

今月は海外記事輻鞍のため鈴木正夫氏談 

『歐洲エス界諸名士の印象」休載しました。（次 

號完結）。

KORESPONDA FAKO

揭載料一囘50錢(揭戴誌呈上)(學會會貝 

一囘限り無料。二囘目より一囘10錢宛)

★S-ro Teizo Wada, Kitasakaigawa 2, Minato, 

Osaka, korespond ・ IP. kun ges-anoj ĉi u landaj ・ 

(inkluzive Manĉukuon)

★S・〇 Bumpaĉi Sugama,113 Sakura-maĉi, 

Sirakaŭa, llukuŝima-ken; 25-jara verkisto; 

dez. krsp L・ P・ IP・ IG・ kĉl・

★S-ro Josio Hara; ĉe Sinseiki Bungakus9f 

484. 2-ĉome Akacucumi, Setagnja-ku, Tokio, 

Japanujo;literaturisto; dez. krsp. eksteri.ge・ 

anoj ・

★S-to Franz Diihne; Bannevvitz b. Dresdcn 

(Sachsen), Germanujo; dez. krsp. L. G.

★S-ro E. Smits; Arnhem, Yohanna gtraat

56, Nederlando; 30-jara; laboras en gilkind 

stria fabriko.

★S-ro SeiŭSogen; Motomaci Keiĵo; Koreujo; 

dez. krsp kci ges-anoj.

•^cS-ro K. Godchot; 3 Bould de Brosses, 

Dijon, Prancujo; filatelisto; dez. krsp. bfl.

★S-ro II ideo Fukumura; Kurumazaka, Veno- 

cho, Mie-ken, Japanujo; (juna tajloro) dez. 

krsp IP (bli). Nepre respondos!

★S・ro Yokogaki-K6ichi, 3：1,Koy.aguchi- 

cho, Ito-gun, Wakayama-ken ; juna pentristo; 

dez. sciiĝi pri moroj k. kutimoj ĉL dez. krsp 

k. gejunuloj en najbara loko.

★S-ro G・ Maeda; ĉe Jokogaŭa, 409-2, 

Sumida-ĉo, Mukoojima-ku, Tokio ; dez. krsp. 

kĉ】・ pri literaturo k. scienco, ĉefe matematiko. 

★Rino Mario de Oliveim; Rua do Siilitre, 

139, Lisabono, Portugalujo; □本人と文通希望
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內地報道 締切毎月〇 Ho日本語て。迅速に。なるべくハガキへ。 

明瞪に〇窮貝はなるべく墓紙無きもの。（返送せず人
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午ナナっ

y?

阪神のFraulinojの集ひ

た」

中京のFraŭlinojの集り

名古屋ルーマクンシードĝ努 

力により・昨冬ザ祭の後婦人部 

が生れました〇川村氏指導にて 

河合氏宅で目下大いにエス語勉 

强屮〇 !寫眞說明j・ーー左より。 

（前列、吉川.鵜飼.永捕.加藤. 

寛の話嬢］

【東京】★東京エス俱樂部——3月unis エス展を終へてこの方久しく冬籠の形でゐる

1月15日料亭「芦月」で。大阪 

神戶兩市のf/aŭlinojの方々の初 

會合。賑かな愉快な集りc ［寫匝 

說明。左より（前列）高橋.多 

nu菅沼・野村。（後列、福朋ゝ 

西村、西崎、脇田の諸孃］

時銀座の明治製菓にてKarl Maier氏の許婚 

の!I. Walther孃の來朝歡迎。本年三月學窓 

を巢立たるゝ同志諸君に祝意を表するため久 

し振に晚姿會を催した。主賓Walther孃 

Maier氏、を始めお客樣たる卒業生褚君の中 

出席されたのは城戶崎・小此木.中山、北原 

の四君であった。全部で5〇名會合。猶歸省中 

の京城帝人の長谷川敎授も出席。让時半食事 
に始まりdesertoに入って堀幹事司令の下に 

Walther孃のsalutoを始め城戶崎、北原、中 

山、小此木のsalutojがあって後長谷川、大 

石、愍澤.Maier,川原、小坂の諸氏の祝辭及 

演說あり愉快なespe）anta atmosferoにした 

って21時解散。

★東京鐵道エス會ーー［月 匹日午後第ま朝 

日見學。20名參集。見學後同志にして同紙 

調査部長たる土岐善磨氏の歐洲エス旅行談を 

きき非常に有益であった。
資早倉田大學エス畲——12月上旬第一早高 

その上輝ける會員闘士、大木、池川、渡邊、 

大塚、今井、神林、阪田、辻澤のハ君が三月 

夫々目出度卒業されるので後にのこされた一 
二の冋志が只心靜かに新學年の到來をまって 
ゐる。1月28日夜上記の新卒業生を招待して 

豫燄會を催した。大島先輩の列席もあって甚 

だ盛會。猶幹步として渡邊・吉井の兩君滿期 

のため今囘學院エス會から有馬.离木の兩君 

を迎へ新陣營をととのへる事になった。 
★Sodaj Amikoj :一（早大エス會主催會話會〇 

試驗、卒業、進級とあわた¢しい三月が過ぎ 
て今年も又四月から賑やかに始めることにな 

りました。一般同志諸君の相變らずの御ヒイ 

キ切に御願ひ致します。（第三土曜】9咤より 

於新宿明治製菓）

★荒川區では貳枝氏は自宅にて中等及初等講 

習を指導の由。受講者各四名宛。

【横演】★初等講習）（り横濱エス協義と 
Y W C A 主催の女子初零議習會は三月三I」 
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からYWCAにて開講.受講者12名で大 

森、蒲田等からの參加者もある。講師は吉田 

太市氏、用書は短講、每週二囘、四月末完了 

の豫定。⑵木村利正氏指導の講習會は近く終 

了される筈c受講者6名、用書は短講。★ »1» 

等講習）昨年來より神奈川區平川町保坂氏宅 

にて開かれた。輪 

講會では近く用書 

（カルロ;）を終へ、 

新人の補充を行ふ 

由.每適水曜午後 

七時上り、出席者 

目下&名（遠藤氏報

【盛岡】鐵道工 

ス會では石FII氏捋 

導の下に初等硏究 

傅開催中10$參加

【札幌】★札幔 

エス會--- 人類愛

善會主催の初等工 

ス講習は2月22日 

じ時より相澤氏宅 

にて韓讀會を開 

＜〇用書コボルド 

オンドラ〇
【小樋】Antaŭen倉 

先般束京より歸鄕の福m仁一氏が中等硏究令 
をgvidiされてゐる。出席者約15名。

【松代】（長野縣）一報道の遲れたことをお 
花ぴ致します。咋年!2^1日よリ】5日迄田町の 

登茂菜公會堂にて第四囘エス初等講習開催〉

松代エス會ザがンホフ祭

X印會長栗林氏.▽印一志氏

邊見氏病氣の爲め

講師栗林亨氏。A組C外國語の素養なく □ー 

マ字のみ讀めるもの）とE紐（外國語の素 
養のあるもの）と二組に別って講習した。A 

組7名。B組1L名。B紐のものは大部 

分A組にも出席したので都合がよかっ 
た。『1下每丹あ10,15昇0,25の五囘會話練習 

會を開いてゐます 

場所は御安町關口 
房雄氏宅19 一 2：時 

★ザメンホフ祭 
——12月15日X時 

3¢分より上記公會 

堂にて開ffi. IU席 
者25名（寫眞參 

照）。（り開會の辭 

（栗林會長人（わ 
エスペー ロ合唱〇 

¢3）自己紹介。（め 

エス演說--- a.

Okaze de 】'naski

ĝtago de Zam・（一 

志斐雄氏一栗林 
氏譯）b. Ĉe Ja 

Unua Zamenhofa 

Festo en ^lacuŝiro

C栗林氏-----志氏通譯）。G無題（塚本千

古氏ーー關□氏通譯）。d・無題（關口房雄 

氏ーー塚本氏通澤?。C5）茶話會（合唱其他）。 
（6）協議。

【富山】 北陸エス運動初期に就接間接に多 

大の功績を殘した高岡高商敎授 Venabks氏

エス語論文出づ
京城帝人の長谷川教授は咋秋同大學法文 

學命第一部論集へその硏究「社會主義サウ 

ェート阈家の國際私法」なる論文を發表した 

がその歐文抄錄集（The Journalof the Keijo 

lmp・ しniv. Social Sciences Association）には 

これをエス文で（GJO發表された。その表題 

は a La Internacia Pri vati i in leĝaro de la So

vetaj Socialisrunj Respublikoj"といふのであ 

る。
東京水產講習所康師川本信之氏は最近日本 

動物學會の歐文報吿集（これは英ヽ獨.佛・仍、 

エスの五語に限定）「動物學燹報」（u Annota- 

tiones Zoologicae Japonenses ff） にエス文に 

て硏究論文を發表された。その表題はu Pri 

Praveco de Uzo de Fluida Parafino por 

Esplori Spiradon de Akvaj Bestoj ”（水棲動 

物の呼吸測定に於ける流動パラフィンの使用 

の可否）。

エス語での學術硏究論文の發表については 
全世界の同志が特に日本の學者に期待してわ 

る。この方面へのII本學者の奮超をのぞむ。

エス語電氣工學術語集

大正12年頃工學博士竹內壽久郞氏がエス語 

電氣術語辭典を編纂されたがその後それは印 
刷川版されずに終ったのは遺憾であった。

所が最近早稻H1犬學理工學部出身の高木貞 

ー・大木克己の兩君がエス詰電氣工學術詔集 

の編纂を企てられた。而して「早稻田電氮エ 

學會雜誌』（同大學他氣工學科敎室內早稻田 
龜氣工學食發行）の編輯部の好意によりその 

草案を第;?卷第2號（1Ĵ月號）から順次揭載す 
ることになった。その第1囘發表は・英話・ 

エス話.日本認對照のもので英語のABC順
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夫妻は三月下旬ロンドンへ歸鄕されるので・ 

折から來富された小林留木氏ら歡迎會を兼ね 
て、2^23H午後 時半より宮市大丸食堂別室 

に於て同夫妻の送別會を開く。會する者17名 

kunrnanĝoの後石黑氏先づ小林氏を紹介績い 

て Ges-roj Vena- 

blesの北陸エス運 

動に興へた功績を 

述べ突然の歸鄕を 

惜しんで送別の辭 

を述ぶればVena- 

ble?氏立って8年前 

來朝當時の囘顧を 
以てsaluti.高岡高 

閤敎授小寺氏、志 

甫・深井、北川の 

諸氏それぞれ感想 

を述べて送別の辭 

とした。終始エス 

話のひで・主客共 

に感銘深きinter- 

nacia vespero を送 

った。猶小林氏は 
produktiva edu

kado に就て話さ 

れた。猶同夫妻に 

北陸エス聯盟の名に於て記念品として高岡の 

銅器を贈呈する計畫故希望者は速刻离岡市木 
舟町志甫三郞平氏宛送金されたし。（富山エス 

會〇

【整橋】大阪エス會の進蕊靜太郞氏が2^ 

名古屋ルーマクンシードー週年祝賀會 

右より〔前列）南・前田、川村、河 
合、酒井C中列）寛、駒井.吉川・ 
永桶、林、加藤、伪藤（虔）、伊藤:太） 
池山（後列:毛利ヽ河村、後藤の諸氏

にてAの部全部（二百十數語）が揭載されてゐ 

る。こゝに兩氏の努力を謝し併せてこの方面 

の同志諸兄の御協力を望んでやまないc猶他 

の科學のカ面にこれと同樣な企めすゝめられ 

んことを祈る。

日本エスペラント學生聯盟

犬規 約
1. 名稱 ［［本エスペラント學生耶盟（J:卜 

pana Studenta Ligo Esp-ista）

2・ 目的 全國學生エスペランティストの 

相互聯絡を助成す

3. 組織 全國各學生エスペラント會を單 

位として結成す
4. 役員 束京學生エスペラント聯盟役員 

に委任す
5. 職能 總會を開催しその報吿書を作成

す 2

18【［御上京の途次同驛に出迎へ驛前喫茶店で 

•一時間四方山の話にすごし且會話の指導をう 

けた。尙その節名古屋エス會との連絡にも御 

配慮下された。（豐橋エス會報）

【名古屋】★名古屋ルーマ・クンシードー 

週年紀令想賀2月 
14 ロ」9時半よリ 

廣小路明治製菓階 

上にて創立滿一週 

年記念祝賀を擧 

行、會する者”名、 

仞•藤氏の司會にて 
エスペー ロ合唱、 

次で川村.前田、 

林、河合の四氏の 

挨拶あり・龜岡工 
スベランド普及會* 

の代表者南氏の祝 

辭に續いて、日本 
エスペラント學會 
H本佛敎ニスペラ 

ント聯盟外二十四 

通の祝電、祝辭を・ 

披露し、川村氏の 

今後のルーマ・ク 

ンシードに就いて 

の希望を以て第一部を終り直ちに第二部に入 
リ酒井氏の“上海事變後の支那綠の友を訪ね 

て,,と題する族行談終リ餘與に移ってエス 

歌・漫談、謠曲・F-inojの餘興靠然る事なく 

最後に駒井氏の16ミリ映畫の撮影及び映寫

&總會IJ本エスペラント大會に於ける 
學生分科會を以て總窃とす

7・會費 年二十錢、會計年度は總會・より總

（附則）規約改正は總會に於てす

輝しい未來を約されて華々しく結成せられ 

た我が日本エス學生琳盟が今こゝに19：33年 

の活動開始を前にして全阈學生エス同志諸君 

の積極的な聯盟への働きかけを希望すること 
切である。各校エス會は責任を以てその近況 

報吿に努められたし。

來る四丿】十みH （土）19時より學會 

樓ヒに本年度第一囘丢員會を開催す。 

加盟各校は 新更員二名の改選を急ぎ 

必ず出席せられたし。

東京學生エスペラント聯翌 
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を以て餘興を打切り一同記念撮影の後タギー 

ヂヨ合唱。焚時大盛會裡に會を閉ぢた。尙同 

Ŭ席上にて16日名古屋港入港の阿蘇丸のべ 

ルダイ•アミーコイを歡迎する事を可決し 

た。（委員河合氏報）（寫眞參照）

★名古屋醤大エス會一一醫局.先輩・上級生 

たるやう皆努めた。月一囘第三土曜に工 

スの會合をもつ。生徒が皆胸襟をひらいて口 

らの感想をのべる。・目下用書としては一年 

生に「誰にもわかるエス」。二年生に「童話讀 

本」三年生には「カルロ」とザ讀本。・詳註 

カルロ（15 錢ヽ、Produktiva Edukado 等生徒

の多忙の爲停滞してゐたが二年生武藤淸七、 

福慶逸郎兩君が主唱で二年生を主體とする輪

の努力により印刷發行e
★工入ペラント聯盟 の二月例會

讚會を2月より開 

始。毎週土曜ザ讚 

本を敎村として。

♦病理學敎室の論 

文を岡H!內科の矢 

崎富美人氏が蹴譯 

した。それが「癌」 

の第26卷第4號 

Cじ月號に揭載さ 

れた。そのtitolo 

は"Pri kapableco 

kreskigi tumoron, 

de kokosarkoma

【京都】

名古屋亨榮エスペラント會卒業紀念

屮央講師口木欽松氏

* Agento v ensuĉita 

<en Moskitokorpo. 

de D-roj Ŝigeharu

は例によリ苗ロ19 

肝より出町スタ- 

堂で開かれた。

京大エス會司命で 

央戶圭一氏「和紙 

の话」cマヨール氏 
"En Formoso, 

lando de romanti

ko ...等の興味 

深いparoladojが 

あった。後者め槪 
要はHerokloに連 

載される答。尙今 

後も每月15日晚 

同所にて會合する 

と〇 ③

Muraoka k・ Ĵoŝio Jabuuĉi el Patologia In- ★Verda Kankro——會場を森永製萊（Etcnm

stituto, Naĝojn Medicina Fakultato "

【三重•長島】紀北實踐女學校では昨年12 

月15日ザメンホフ祭開催。ザメンホフの生ひ 

立C大野氏〇パベルの塔（谷口氏、等の講演 

あり。エス書籍の展覽等をなし特にこの日は 

全校舍の中にエスペラントの快調がひびきわ

「隣人之友」のエス語卷頭言
大菩隆峠で賣出した中里介山氏の編輯にな 

る新雜誌「隣人之友」には創刊號から卷頭言 

にエス語論文を入れてゐる。

11111111111111111111111111nuiiinn 111111 川川 iiiiimiiii 川 iiii 川 iiii 
バ •ビ ・ レ ー ・ヨ 
111111111111111111111111111111111111111111HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

★神戶エス協會では最近御結婚された宮本.

島田・寺田の三氏及び赤ちゃんが生れた高松 
氏のため來る3月11日頃大々的にgratula 

festenoを行ふと。これで同協會では5 verdaj 

parojを出した譯で目下進行中のものもある 

さうで誠にお口出度話だ。★】月15日の大阪 
「芦月」でのfraulinojの會合は[Mangnnte, 

babilante, kantante en plena esp. atmosfero] 

と野村孃からの御通信にみてもいかに賑で愉 

快だったかわかる。神戶から出席の西崎孃が

Arbarojよりより靜かな寺町二條カギヤ茶喫 

に移した。口下Lit•ゝlondを離れたBaghy 

の新語に關する論說等を硏究してゐる。一般 
の出席を歡迎すると。但し每週木曜晚7時牛 

カニャ書店に集合のこと。每15マヨル氏等出 

席。會話の練習のみならず色々な知識を得る

來朝の\Valther孃と神戸の同志

左より高橋・前田、ゝVnlthei: 

脇HI.原木の諸氏

押戶エス協會・の Bultenoへ寄稿の感想にも 

「最初から固くるしい挨拶はぬきに直ぐbabi

lado に入ってしまひまし土。御馳走に舌鼓 

をうち午ら笑ったり歌ったり--- S-rojなら

ぬF-inojの小集りに元よリvinoの香りは藥 

にしたくもないのが當然ですがせめてもとT 



によい機會である。

【大阪】★大阪Esp.會初等講習會1月 

16H —2月13日。丿J水金午後7-2時半。大江 

ビルで開催。受講生6名。講師、牧野.進藤 

松本三氏。引續き中等講習會を開催の豫定。 

・例會=每週火!®大江ビルでZamenhof讚本 

硏究、其他講演。第三火曜は特にTrapezoで 

會話會c ーー】月17日會話會、1月湖日 

R・〇.合評■藤間常太郎''堺枯川と初期の 
Esp.運動”〇1月31日藤澤親雄“ Kelkaj 

Impresoj pri eŭropa Esp.-movado n, 2 月 7 日 

R•〇•合評、伊藤幸一 "Reorganizo問題の 

其後”,進藤靜太郞“ある敎授法”,桑原利秀 
"IS A E の favorkotizo v ♦委員會=2 月 3 

Ho會合豫定編成——3月3日委員會。3 JJ 

7 ロ O.E.S.總會を開き.委員半數改選の豫 

定。・ 2月勇H宇祁宮氏「Esp.聖書を讀む 

人のために」、進藤氏「其後のNovorganizo 

U. F. E.Jo 2月21日會話會・丁度神戶淀泊中 

の照國丸よリ germana s-anino f-ino AValther 

來訪・集って來た彌次馬に早速進藤氏宜傅演 
說! 2月27日名古屋の同志由比氏來訪。〇 

3月7日〇. E. S.總會=委員半數改選。岡野 

村井、黑口:氏當選。・委員會=3刀3□半期決 

算、總、會相談。3月10日新委員事務分擔及引 

繼ぎ。新委員の分擔は岡野（會計）村井（文庫） 

黑【【K書籍）進藤（通信）黑崎「講習）桑原（例 

會）。

★ ★大阪エスペラント會例會豫吿火六

時=每週火曜午後正7時から

所=大江ビル（堂ビル橫東入一丁） 

さんの發議で溫めたサイダーを盃にうけて 

d我逹のエス語のために!”ほがらかに乾盃 

致しました云々」と。何時までもこの元氣で 

つヾけて戴きたい。
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第三火曜は會話會=Trapezo （平野町御堂 

筋）通常例會ではZamenhof讀本語法硏究、 

其他次の挪演・遠足あり。
4月 4 fj =La Revuo Orienta 合評〇 4 月11日 

=桑原氏「チェツコスロパキャのEsp.運動 

の特異性」、歌練習。4月16日（H曜〕武庫川 
へ遠足!阪神終點9時、出屋败9時半集合。4月 

18日=會話會ĉe Ti-apezo・4刀！!5口 =伊藤氏 

"Pri arkitekturo ”・

【吹田】鐵道エス命では黑田氏のgヾidoの 

下に每口初等講習開講中。

【尼崎】 尼崎エス會——會員多數の甕間作 
業の都合上21—21.5時迄每木囁『】Ezopoの 

輪講會。每日曜II會話會を行ふ。時々大阪工 

ス會の先輩の指導をうく 〇各地方會各位と機 

關誌の交換したしG
【神戸】神戸エス協會 Karl Maier 氏の 

fianĉino たる f-ino H. Walther を 2月 21日 

早朝神戶入港の照國丸に迎へた。出迎への爲 

kajoに集った者は前田.原木.漩江、高橋及 
びf-ino脇H!の5名。丁度同船には尾崎行雄 

氏が乘合せて居る事とて物凄い警戎振りで大 

混雜を極はめ、辛うじて目指すMnoを探し 

當て一同揃ってkajoで記念撮影。（1〇時3〇分 

頃）三宮まで步いてkafejoプラジレイロで少 

憩の後自動車で諏訪山公凰へ向ひ、山上から 
先づ神戶の街を賞した。F・inoはbeleとvar- 

meを繰返へす事頻りである。それより元町 

の大丸食堂で叢食。元ブラ。口時f-inoの希 

里で豫定を變更して一同歸船。15時には大阪 
よりの多田、育橋、福原の3 f-inojを迎へて

話あり）。

★夕刊大阪新聞C1JJ24日） 「綠星章は叫

ぶ」（匯名）——投書欄。

★英文大阪每日（1月8日） --- France Now

キ•リ・笑•キ•帳

Going in For Esperanto on Large Scale. 

★大阪朝B新聞（12月16日）——エスペラン 

ト始粗ザメンホフ（進藤氏談）

盲斎衣宗谷新報 GJJ 8,7,12,13,14 H） 
し—國際語エスペラントについて 

（需木義雄氏稿）。

★名古屋新聞ci月1跡u——車中にて。a月 

sin）或ること。——（吹上生）吹上生は我が 

同志柴田（同新聞主筆）氏ですC

★名古屋新聞C月2311）——記事 '婦人公論 

グループ新年會一柴田主幹の「エス詰」の

★大阪朝B新聞ーーザ祭豫吿記事 

★週刊新高新睡（1が7日）——エスペラント 
を學ペーC井上照月氏人

雄韓ー★親鸞主義（152號;ーエス語の皈 
萱二生持つ佛敎の硏究。

★有聲 （4號）（松代商業學校同窓會東京支

部誌——エスと商業（栗林氏ん

★滿蒙（3月號）——日滿兩國の共通語問題

（藤澤親雄氏）。



116

ferdeko や kajuto で賑かな babilado・18 時 

からは前田.溢江兩氏及び脇田が附添って 
〇. E. S.の“ La Trapezo ''に於ける同孃歡迎 

會出席の爲7名が自動車で大阪へ。そして閉 

會後更び神戶めkajoまでf-inoを送った時 

はもうかれこれ23時であった。尙翌22 H 

H!帆の際は前田.原木、鳥田M氏見送る。船 

の都合で折角計畫してゐた神戶に於ける歡迎 

會を持てなかったのは殘念である。・3月2日

地方會機•關誌
★Lu KRONIKO （岸和田エス會）N-ro 3 ;---

エス漫談（東）。branda ĝojo （西田）。Mi nur 

lernas nun （出上）等。

*PER （東京鐵道エス會）N-ro 23---Antaŭen

（Aoki）, Nia Krio （Imai）, Senutilaj Paroloj 

（Mitamura）, Sensencaĵo （Aoki）等〇 

★SEMANTO〔宮崎エス會）Voi. II, N-ro 1 

—卷頭小言（堀內）,エス語の功德〔山本）， 

MES第一囘總會〔山下），名簿等。

★ BULTENO （名古屋エス會）N-ro11;——エ 

スは斯く 働く C松本）〇 Mirinda Elektro. 

★VERDA AERO （N-ro 2）（淺草エス會;） 

★NOVA STELO （新M^） 2 月號,Por aŭ 

Kontraŭ ?o 3-fingre. aŭ 5-fingre ?（少年團問 

題）〇 Infaneduko en USSR 等〇 

★MANPREMO C尼ヶ峪エス會）2刀號。千ス 

トニャの同志より（石川〕。エス雜誌（Kuni）〇 

「エス」誌評（久保）。

★會報（エス普及會松江支部）。會日記其他。 
★FER （東京鐵道エス會）。Skizoj de Skivo- 

jaĝo （矢島）。其他。

★聯盟通信（鐵道聯盟）部報。
★Bulteno de KEA （神戶エス協會）。Umbili- 

kaĵo （高松--- 原作詩）。Ferlinsuloj （多田）。

★EL SUDO （高知エス俱樂部）2刀號。主張 

岡HJ）〇龍河洞の土器（藤田。9頁に互る输 

入。エス文）。ローマ字綴〔岡田。口形圖入）。 
★VERDA AMIKO C松本エス會）。2月號。寺 

川，烏津,室賀,高山，阿部,樱井,田凹大 

和氏等の小品〇

★AURORO （福岡エスクラブ）。1月號。年頭 

の辭〔江口 ）〇九州大會豫報。!ntersteno批評。 
★SEMANTO （宮崎エス會）。2刀號。九州大 

會豫報。高鍋エス會追想（黑木）。
★LA LUMO （名古屋 しuma Esp. Kunsido）創 

刊號。菊版】2頁活版印刷美麗"年頭の辭〔前 
H1｝〇入門動機（後藪）。速記とエス（稻【わ。 

偶感（林,池山,河合〇

（木）上京の途にある小倉エス硏究會の田中國 

雄氏を迎へて.北九州に於けるエス語運動の 

最近の狀況に就いて伺った〇 instigiされる事 

大であった。（高橋氏報）

【宮崎】宮崎エス會にては2月26日近郊住 

吉、ーツ葉海岸にpikniketoを催す。參加 

者8名。新春piknikoの魁として暖阈「|向 

の有難味を感じっゝtute gajaなー日を過し 

た。 •ヱ

★NIA VOĈO （仙集エス會）2雋月號〇會報。

二= 各地同志にお願ひ

W山エス會主催で同市宮市大丸百货店で大 

規模なエス展覽會（會場三十坪程）を來 

る4月15日より25日迄開催する事になりま 

した。ついては各地同志諸君の御支持によリ 

秘藏の品々を拜借したいと考へます。殊に 

R・ 〇•誌キリヌキ帳にある樣な新聞雜誌等を 

歡迎します〇送先一富山郵便局私讲网第14 

號山村義信宛。（富山エス命）

■ RE・日向へ!宮崎へ! ■■■■

4月1,2,3 □宮崎で九州エス大會が開かれ 

る。番って御參加を。（第一口夜は學術講演 

會。第2 II午後發會式及協議會。午後博覽會 
見物。晚懇親會〇第3日靑島へekskurso

おことわリーー★前號81頁82頁揭載の寫 

直の中新京エス會ザ祭の寫眞と雅內エス餓習 

の寫眞とC大きさが同一だったので）が印刷 
所の手ちがひで入れちがひになりましたcま 
ことに审譯ありません。深くお詫び致しま 

す。頁下部が稚內の講習,S2頁下部が新 
京ザ祭です）。
★前號35頁新評議戸の中「守昭一氏」の名 

を脫落しました。猶「宗像眞澄」は「宗近眞 
澄」の誤です〇併せてお花び致し玄す。

訂正ーー大阪ザ祭記事中ザ傳郎讀は俣野氏 
とあるは壇辻氏の誤なる旨大阪エス會より訂 
正の通知があリました。

炎【IIIIIIII!エスペラント文藝聊究會］川］川|川］世

亘（日本エスペラント文蕊協會改稱］=

笫一回公開研究會
! 講演小坂猾二氏 | 

三 日時4月16 ロ（日曜）午後1時 f 

き 會場日本エスペラント學會 三

三講演後・講帥及び硏究會の人々を中心壬 
三として談話會を催すはず 三

詠 111111 川11111uii m「無料?歡迎 11111111111111111ii^



★同志諸君の御高見承りXレ鬲嬴
今後は時々エス運動について御高見を承りたいと思ひます。今囘は次の如き問題に 

ついて願ひます。

1・問題:——非常時におけるエスペラント運動はどうすればよいか? 
——運動の方法、運動の目標導々につき、なるべく忌憚なき御恵見を 

述べ。れ仁し（絶對にお名前は公表致しません。）一澤山意見が集っ 

た場合に或は誌上で各種の意見を比較發表させていた丫くかもしれま 
せんが御姓名は絶對發表せず。

財團法人日本エスペラント學會宣傳部
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財團法人日本エスベラント學會 
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張赫宙著・高木弘譯

FORPELATAJ HOMOJ 
（«改造》10月號所載《追はれる人々》） 

4x6版39ページ,印刷,サシェ入り,定價25セン（〒2セン）

★新日本文學セリオの第1册! I比界に初めて紹介された朝鮮新文壇の雄，張痂宙の 

傑作のエス譯!

★文學の內容を失い,形式の主義に险落しっゝある現在のエス文壇に新しいイブキお 

吹きかけるもの。日本資本主義のクビキの下に呻く朝鮮民衆の姿を描いたこの傑作わ 

東洋植民地文學の雄篇として,エス譯によって實に國際的意義をかち得た。 

譯文平易,講習のテキストとして一擧兩得。

國際語硏究第2號が出た!內容,形式ビもに充實!

エスペラント學,國際語學,言語學の硏究雜誌

1部25セン（〒2セン），半年〒トモ70セン,1年!.40エン

隔月發行,キク版60ページ（創刊號よりわダンゼン鮮明!）

第2

號
內
容

Ossaka: Logiko kaj kutimoĴ岡本好次:Nacia ortgrafio と internacia 〇.:高木 

弘:單語決定の問題（國名接尾辭問題の決論）;石黑修譯註:イエスペルセン國際語

史（1）;川崎:Schererについて;Drezen:現在のエスペラント,將來の國際語,世

界誥;言語に關するマルクス主義者の言葉;日本の言語學;Leninとロシア語;國阵
ブル・エス サ內幕ばなし等等如

發行所フロント社 東京市杉並區松ノ木町1148
（振替口座束京81442）

英國出版書は廉價てす では、イギリス出版のものが比較的に最も廉價です

定演跨
Esperanto por Infanoj ..... 1[Tfl （4）
新らしい單語は給で說明。やさしい讀本。

Versfarado k・ Rimaro ..... 15 錢（2）
Bela Joe「我輩は犬である」。美しい物語 
上製3M40錢（8）,竝製2M40錢C6?

Dormanto vekiĝas •••上製3 614〇錢⑻ 
並製2 1141 40錢（6） H.G•ウェルス作「西 

洋浦島物語」
Juneco kaj Amo（ゴンドラの紅燈、ヴェ 

ニスの戀愛課）上1側70錢（2）並1[HI （2）
Karavano （獨文衆 inuifT 作）60 錢 C2）
Karto Mistera .................  40 錢（2）

神秘なカードに繞る物語。
Lilio （“本にも來朝したSinnotte孃の作） 

...........................................1圓 70 錢（6）
Luno de Izrael（出埃及記に取材の名高

い Haggard の作）...................

…… 上3 IDI40錢（6）並2冏40錢（6）
Malnovaj Paĝoj el ,, Lingvo Inter

nacia "...............................40 錢（4）
Ok Noveloj （有名な小說ハ篇）70錢C4） 
Pinokjo （イタリーの有名な議話、挿給多數

入〉上製3冏40錢C6）並2 U 4〇錢（6）
Por Recenzo C英國知識階級の生活）... .

……上製1mi7〇錢¢4）並1ini io錢（2）
Pri la Origino de I' Homo （人類の

起源と進化）............... 1圓20 （2）
Tri Angloj Alilande （抱腹絕倒、海外旅

行奇談）..................... 70錢C2）
Sonĝo de Somermeza Nokto C 沙翁傑

作の[眞夏の夜の夢」）....... 60錢（2）
Venecia Komercisto （おなじく「ヴェエ

スの商人」〕................. 70錢（4）

翹瞬缁歉日本エスペラント學會 電話小石川5415番
振替東京!132&番



エスペラン

中等

初等 科

期 間 4月11日から7月6日まで

日 時 每過火•木午後7時から

師 小止!;木貞次®低 、

用 書 （エス讀本C30錢）
（短期講脅書C20錢）

會 全期分3團（僉員2團半）前納

科 4*•- ■ ■ • ■

期間 4月14 ロから7月7日まで

日時每週金曜日午後7時から

萬澤まき子 刃;

用書 カルロ （20錢）

會賣全期分21050錢（會員2BJ）前納

:

學
會
階
上 

場

(

市
電
本
鄉 

元
町
下
車 

會

文

化

ア

パ

—
卜
橫
人)

★

m師

ト講

I
非常時にも運動も沈滯さすな!

•日本全 に講習會の網を張れ呼M A,

U! 月,講習會の好季節です•この際全國各地に講習會を持ち一擧に運動を擴大せよ

小捱狷;:著 エスベラント講習用書 30錢•送料2錢 

20囘乃至30囘の會に。喪分外國語の叢養ある人に適當。

井上萬壽藏苦 エスペラント讀本 30錢・送料2錢

Rekta metodoを加味して年少者を敎へるにはこれに限る。

學會編輯部編 エスペラント短期講習書 20錢•送料2錢

一週間乃至十□間の連續講習,又は敎養低き人を和手に好適。

初
等
科
に
は

中
等
科
に
は

小坂・大井 
岡本共著 エスペラント中等

笑話その他興味深き讀物を多數おさめてある。

小坂狷二譯 イ ソ ッ プ 物 語 
最も信賴すべきエス譯に親切明快な脚註附。

下村芳司童 エスベラント童話讀本
西洋の名高いお伽噺九篇のエス譯・カロチャイ校閱。

30錢・送料2錢

30錢・送料2錢

25錢・送料2錢

讀 本

硏究會には・城戶崎益敏編 ザ メ ン ホ フ 藏本 50錢•送料4錢

東京市本鄕 財團口木エスペ右ソト命 振替東京11325番 
元町一丁目 法人口牛エスへノ ノ r字育 電話小石川5414番



新雜誌『國際大本』の出現

OO MOTO INTERNACIA

辭

月刊・全エス文・四六倍版•三十二頁

★「國際大本」は今まで巴里發行の「國際大本」と龜岡發行の「大本」を介併した新エス 
二文^^誌です〇 賃，滑
★最近慎!價暴韶の爲海外雜誌の購讀は非常な負擔となりました。

★「國際大本」はこれら吾國同志の不利益な立場に鑑みS-ro Julio Baghy （ノ、ンガリ 
一 44 Literatura Mondoffの前編輯長人ロンドンのS-ino E. L. Osmondを始め著 
名な外人Kunlaborantojの原荊を每號澤山に揭載してゐます。

★Neologismo （新語）は最近エス界の問題となってゐます。これに就て二月號よりS・ro
J. Baghyの決定的な論文uDangera Vojo"を迪載してゐます。

★［國際大本」は又、日本精神文化風物等の海外紹介に努めてゐますので、吾國同志の海 
外文通には缺くべからざるものと思ひますC

★以上の通り內容豐富な「國際大本」は、日本蛊行の外國雜誌として皆樣の御滿足を頂 
く事と信じます。卽刻御購讀を希望します。

誌代:壹年貳圜四拾錢（送料共）
見本:郵券•拾錢送附の事 ・

發 京都市外龜岡犬恩鄕 送 京都市外彎天鑒

I國際大本編輯局Iエス忑な20琴及會

SDouglas P. Boatmam

La Nekona t a Kona to
四六判•】22頁•裝禎優美•金箔押模樣入
上製三圜六十錢送（料六錢）•並製ニ （送料四錢）

新聞記者が避暑地で散策の途中，自分の而前で卒倒した男を助け起した。死 

人のやうに蒼ざめたその男が彼を自宅に招じ入れて腿を徹して I物語った身上 
話。これこそかってものの本に記された最も奇怪な物語の-•っであらう•••・〇

El Coronel Ignotus

La Amo en la Jaro Dekiiill
四六判三百五十餘頁•上製五 （送料十五錢）•並製三 四十 （送料ハ錢）

…萬年後!——この世界には，あらゆる快樂をこととする娛樂階級と，地下 
の洞穴へ追ひやられた下脣階級の二つの階級がある。科學はつひに下膀階級人 
の愛をすら生產事業の利益にと搾取することができる。かうした世界へ不思議 
なめぐ!）あはせで二人のスペイン人の男女が二十世紀の世界から紛れこんで 
しまった。さて••••これからさきは，このすばらしく面白い科學小說のエス譯 

をお讀みなさい。

爲更補跌 日本エスペラント學會 辭收
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La Revuo Orienta——Minata Organo de Japana Esperanto-Instituto, ‘昭
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我國に於けるエスペラント普及・硏究・資用の中心機關 
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的エスペラントの普及、硏究ゝ實用

［（a）エスペラントPこ關する各種の硏究調査及其發表
I （b）雜誌及圖書の刊厅及外阈エス語書籍の取次
I （〇講演會講習會め開催及後援•
I （d）其他本會の目的を逹成するに必要な事業

（（a）普通維持員年額Z|M|4錢（b） TT・維持貝年額3圓 
費 （e）賛助維持員年额5冏 （d）特別維持員年®（m!以上

（e）終身維持員一叮:金LOUE;以上

La Revuo Orienta （購讀料！ M 80錢）を無代SE布する他當 
金發行新刊圖書の割引等をなすことあり

住所 联集 姓名（振カナ付）を明記し會費一年分を支拂へばよい
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